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第１章 研究会再開の経緯

１．１ ＬＲＩＣモデルの策定の経緯
（１） 接続料算定における長期増分費用方式の導入
昭和６０年の電気通信制度改革によって新規参入事業者（以下「ＮＣＣ」という。）が
電気通信事業に参入し、平成６年度より、ＮＣＣが日本電信電話株式会社（以下「ＮＴ
Ｔ」という。）の役務提供区間も含めて通話料を設定するいわゆる「エンドエンド料金」
の設定が本格実施された。しかし、相当な規模の加入者回線を有するＮＴＴは、接続
協議において圧倒的に優位な立場にあったため、ＮＴＴと他事業者との間で接続協議
が円滑に進んでいない事例が生じていた。
そこで、平成８年１２月の電気通信審議会（当時）答申「接続の基本的ルールの在
り方について」において、透明、公平、迅速かつ合理的な条件による接続を確保する
ことによって競争を促進し、利用者利便の増進を図るための接続ルールの策定が提
言された。その後、平成９年の電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）改正等を経
て、平成１１年度より接続会計に基づく接続料の算定が開始された。
しかし、会計結果を基礎として算定する実際費用方式では対象設備における非効
率性を接続料の原価算定上排除することができない点が問題として指摘されていた。
こうした問題を解決するため、平成１２年の電気通信事業法改正により、加入者交換
機能や中継交換機能等 1に係る接続料の算定に、非効率性を排除した費用算定が可
能な方式として長期増分費用方式が導入されることとなった 2。【資料１】
長期増分費用モデル（以下「ＬＲＩＣ 3モデル」という。）は、需要に応じたネットワーク
を、現時点で利用可能な最も低廉で効率的な設備と技術を用いて構築した場合のコ
ストを算定するための技術モデルである。平成１１年９月に第一次モデルが策定され
て以降、これまで累次の見直しが行われ、直近では平成２９年７月に第八次モデルが
策定されている。【資料２、資料３】
1

第一種指定電気通信設備接続料規則（平成１２年郵政省令第６４号）第５条に規定されている機
能。
2
電気通信事業法第３３条第５条の規定による。
3
ＬＲＩＣ：Long-Run Incremental Costs の略。
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（２） 第一次モデル
我が国におけるＬＲＩＣモデルの構築に関する取組は、平成８年１２月の電気通信
審議会答申「接続の基本的ルールの在り方について」において、長期増分費用方式
に関する検討を行う必要性が提言されたことに端を発する。同答申を受け、郵政省
（当時）は、モデル構築を目的として、平成９年３月、「長期増分費用モデル研究会」を
設置した。同研究会は、米国モデルを参考としつつも、日本の法令制度及び地理的
条件等を加味した日本独自のＬＲＩＣモデルについて検討を進め、平成１１年９月に第
一次モデルを策定した。
第一次モデルの策定を受けて、平成１２月２月の電気通信審議会答申「接続料算
定の在り方について」（以下「平成１２年答申」という。）では、加入者交換機能や中継
交換機能等に係る接続料の算定に長期増分費用方式を用いること、その原価の算
定に同モデルを適用することが適当とされた。その後、平成１２年の電気通信事業法
改正により、平成１２年度の接続料算定から長期増分費用方式が導入された。
（３） 第二次モデル
平成１２年答申では、第一次モデルの検討課題についても指摘がなされ、速やか
にモデルの見直しに着手すべきとされた。郵政省は、この指摘事項等を検討するた
め、平成１２年９月に「長期増分費用モデル研究会」（以下「本研究会」という。）を再
設置し、本研究会は平成１４年１１月に報告書を取りまとめた。
このモデル見直しにおいては、より適切に接続料原価を算定できるよう、また、ユニ
バーサルサービス制度に係る補填対象額を具体的に算定できるよう、電気通信審議
会や各界からの指摘事項に加え、広く一般への公募により提案のあった検討事項を
踏まえ、第一次モデルを全面的に見直し第二次モデルとして改修を行った。
平成１４年９月の情報通信審議会答申「長期増分費用モデルの見直しを踏まえた
接続料算定の在り方について」（以下「平成１４年答申」という。）では、同モデルを平
成１５年度から平成１６年度までの２年間、接続料算定に用いることが適当とされた。
これを受け、総務省は平成１５年４月に接続料規則（平成１２年郵政省令第６４号）
（現在の第一種指定電気通信設備接続料規則 4）について所要の改正を行い、同モ
デルは平成１５年度から平成１６年度までの接続料算定に用いられることとなった。

4

省令改正（平成２８年５月２１日施行）により、題名改正。

2

（４） 第三次モデル
平成１４年答申におけるモデル見直しの指摘事項や、平成１５年３月の情報通信審
議会答申における「平成１７年度以降の接続料の算定方式については、トラヒックの
減少及び新規投資の抑制等の大きな環境変化を前提とした方法を検討すること」と
いった要請を踏まえ、平成１７年度以降の接続料の算定に適用可能なモデルを検討
するため、本研究会は平成１５年９月に検討を再開し、平成１６年４月に報告書を取り
まとめた。
このモデル見直しにおいては、データ系サービスとの設備共用を反映するロジック
の追加や新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の見直し等を行い、第三次モデ
ルとして改修を行った。また、平成１７年１０月、このモデルを基にユニバーサルサー
ビス制度に係る補填対象額の算定ロジックを追加する改修を行った。
平成１６年１０月の情報通信審議会答申「平成１７年度以降の接続料算定の在り方
について」では、同モデルを、平成１７年度から平成１９年度までの３年間、接続料原
価の算定に用いることが適当とされた。また、接続料原価に含まれているＮＴＳ（Non
Traffic Sensitive）コスト 5を、平成１７年度以降、毎年度２０％ずつ段階的に、接続料
原価から基本料の費用に付け替えることが適当とされた。【資料４】
これを受け、総務省は平成１７年２月に接続料規則について所要の改正を行い、
同モデルは平成１７年度から平成１９年度までの接続料算定に用いられることとなっ
た。
（５） 第四次モデル
平成１８年７月の閣議決定「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」や、
同年９月に総務省が公表した「新競争促進プログラム２０１０」を踏まえ、平成２０年度
以降の接続料の算定に適用可能なモデルを検討するため、本研究会は平成１８年１
０月に検討を再開し、平成１９年４月に報告書を取りまとめた。
このモデル見直しにおいては、新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の見直し、
経済的耐用年数の適正化、交換機設備の維持延命に伴うコストの反映等を行い、第
四次モデルとして改修を行った。

5

通信量に依存しない固定的な費用。回線数によって増減する費用であり、一般に加入者回線に
依存する費用を指す。
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平成１９年９月の情報通信審議会答申「平成２０年度以降の接続料算定の在り方
について」（以下「平成１９年答申」という。）では、同モデルを、平成２０年度から平成
２２年度までの３年間、接続料原価の算定に用いることが適当とされた。また、ユニバ
ーサルサービス制度に係る補填対象額の算定方法の変更に併せて、ＮＴＳコストのう
ちき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト 6を、平成２０年度以降、毎年度２０％ずつ段階的に
接続料原価に付け替えることが適当とされた。【資料４】
これを受け、総務省は平成２０年２月に接続料規則について所要の改正を行い、
同モデルは平成２０年度から平成２２年度までの接続料算定に用いられることとなっ
た。
（６） 第五次モデル
平成１９年答申では、新たな接続料算定方式の在り方について平成２１年度中に
改めて検討を開始することとされた 7ことを踏まえ、平成２３年度以降の接続料の算定
に適用可能なモデルを検討するため、本研究会は平成２１年６月に検討を再開し、平
成２２年３月に報告書を取りまとめた。
このモデル見直しにおいては、最新の実態への即応性や精密化の観点から、加入
電話の回線数算定方式の変更、加入者交換機（ＧＣ）と遠隔収容装置（ＲＴ 8）の設置
基準の見直し、加入者交換機（ＧＣ）－中継交換機（ＩＣ 9）間伝送における分岐挿入伝
送装置（ＡＤＭ 10）１０Ｇの採用、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト算定の精緻化、遠隔
収容装置（ＲＴ）の耐用年数の見直し、最新の税制改正の反映、加入者交換機（ＧＣ）
に係る施設保全費のうち固定的費用の算定方式の変更等を行い、第五次モデルとし
て改修を行った。
平成２２年９月の情報通信審議会答申「長期増分費用方式に基づく接続料の平成
２３年度以降の算定の在り方について」（以下「平成２２年答申」という。）では、同モデ
ルを、平成２３年度から平成２４年度までの２年間、接続料原価の算定に用いること

6

き線点遠隔収容装置（ＦＲＴ：Feeder Remote Terminal）と加入者交換機（ＧＣ：Group Remote
Terminal）間の伝送路コストのうち、遠隔収容装置設置局と加入者交換機設置局間のもの。
7
平成１９年答申４４ページにおいて、「現行方式を抜本的に見直す場合、十分な検討期間を設け
ることが必要であることから、新モデル適用期間後における接続料算定方式の在り方について、
（中略）平成２１年度中に総務省においてフィージビリティスタディなどを行い、その検討結果を踏
まえて改めて検討することが適当である」と記されている。
8
ＲＴ：Remote Terminal の略。
9
ＩＣ：Intra-zone Center の略。
10
ＡＤＭ：Add-Drop Multiplexer の略。
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が適当とされた。
これを受け、総務省は平成２３年２月に接続料規則について所要の改正を行い、
同モデルは平成２３年度から平成２４年度までの接続料算定に用いられることとなっ
た。
（７） 第六次モデル
平成２２年答申では、トラヒックの減少やＩＰ網への移行の進展といった公衆交換電
話網（ＰＳＴＮ 11）を取り巻く状況を踏まえ、今後の環境変化に対応した接続料算定の
在り方について、適時適切に検討を進めていくことが適当であるとされた。これを踏ま
え、平成２５年度以降の接続料の算定に適用可能なモデルを検討するため、本研究
会は平成２３年７月に検討を再開し、平成２４年３月に報告書を取りまとめた。
このモデル見直しにおいては、回線数の減少に対応したネットワーク構成の見直し
の観点から局設置ＦＲＴの導入、東日本大震災を踏まえたネットワークの信頼性の確
保の観点から中継伝送路の予備ルート、可搬型発動発電機、局舎の投資コストへの
災害対策コストの追加などを行い、第六次モデルとして改修を行った。
平成２４年９月の情報通信審議会答申「長期増分費用方式に基づく接続料の平成
２５年度以降の算定の在り方について」（以下「平成２４年答申」という。）では、同モデ
ルを、平成２５年度から平成２７年度までの３年間、接続料原価の算定に用いること
が適当とされた。また、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を考慮し、交換機等の償却
済み比率の上昇を適切に反映するための補正措置を導入することが適当とされた。
これを受け、総務省は平成２５年１月に接続料規則について所要の改正を行い、
同モデルは平成２５年度から平成２７年度までの接続料算定に用いられることとなっ
た。
（８） 第七次モデル
平成２４年答申では、次期ＬＲＩＣモデルの検討に際して、ＰＳＴＮを取り巻く今後の
環境変化、ＩＰ網への移行の進展を踏まえた本格的な見直し検討が必要であるとされ
た。これを踏まえ、平成２８年度以降の接続料の算定に適用可能なモデルを検討す
るため、本研究会は平成２５年６月に検討を再開し、平成２７年１月に報告書を取りま

11

ＰＳＴＮ：Public Switched Telephone Network の略。

5

とめた。
このモデルの見直しにおいては、ハブ機能として中継交換機を利用する通信（ＩＣト
ランジット呼）のコスト算定対象サービスへの追加、加入者交換機（ＧＣ）と遠隔収容
装置（ＲＴ）の設置基準の見直し、光ケーブルの経済的耐用年数の見直し等を行い、
第七次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルとして改修を行った。また、ＰＳＴＮではなくＩＰ網をベース
としたネットワーク・機器構成等を想定し、ＰＳＴＮに係る接続料のコストを算定するた
めのモデル（第七次ＩＰ－ＬＲＩＣモデル）の検討を行った。
平成２７年９月の情報通信審議会答申「長期増分費用方式に基づく接続料の平成
２８年度以降の算定の在り方」（以下「平成２７年答申」という。）では、第七次ＩＰ－ＬＲＩ
Ｃモデルは、接続料算定に適用するモデルとしては大きな課題が残されていることか
ら、第七次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルを平成２８年度から平成３０年度までの３年間、接続
料原価の算定に用いることが適当とされた。
これを受け、総務省は平成２８年１月に接続料規則について所要の改正を行い、
第七次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルが平成２８年度から平成３０年度までの接続料算定に用
いられることとなった。

（９） 第八次モデル
平成２７年答申では、事業者のネットワークは今後もＩＰ化が進展していくことが想
定されるため、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの適用可能性について継続して検討を行っていくこ
とが適当とされた。これを踏まえ、令和元年度以降の接続料の算定に適用可能なモ
デルを検討するため、本研究会は平成２８年１０月に検討を再開し、平成２９年７月に
報告書を取りまとめた。
このモデル見直しにおいては、第八次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルとして、電力設備等の
耐用年数の見直し、駐車スペースのコスト配賦方法の見直し、局舎に設置する電力
設備の仕様の追加、RT 局の蓄電池保持時間の長延化等を行った。また、第八次ＩＰＬＲＩＣモデルとして、音声品質確保の方法やコスト算定対象とするサービス・機能の
範囲についての見直しを行った。【資料５、資料６、資料７】
平成３０年１０月の情報通信審議会答申「平成３１年度以降の接続料算定における
長期増分費用方式の適用の在り方について」（以下「平成３０年答申」という。）では、
第八次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデル等を令和元年度から令和３年度までの３年間、接続料

6

原価の算定に用いることが適当とされた。また、当該期間を、ＩＰ網を前提とした接続
料原価の算定に向けた段階的な移行の時期として、まずは、第八次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣ
モデルにより接続料の算定を行うこととし、当該接続料の水準により価格圧搾のおそ
れが生じる場合は、第八次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルと第八次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの組合せ
（４対１等）へ移行の段階を進めることが適当とされた。
これを受け、総務省は平成３１年３月に第一種指定電気通信設備接続料規則につ
いて所要の改正を行い、第八次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデル等が令和元年度から令和３年
度までの接続料算定に用いられることとなった。
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１．２ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの検討経緯
本研究会は、累次のＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデル見直しとあわせて、平成１５年度（第三
次モデル検討時）以降、ネットワークのＩＰ網への移行が進展している状況などを踏ま
え、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの検討を進めてきた。現行のＬＲＩＣモデル（第八次モデル）にお
いて、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルはＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルとともに省令に規定されている。

（１） 第三次モデル
第三次モデル検討時には、ＶｏＩＰ技術を用いた音声サービスが従来型固定電話の
有力な代替手段となる可能性が指摘され、ＶｏＩＰ技術をモデルに適用することについ
て議論を行った。しかしながら、ＶｏＩＰ技術を前提にモデルを構築した場合、そのコス
トは既存事業者の固定電話網のコストとは大幅に異なったものとなる可能性があり、
モデルのネットワーク構成が既存事業者のネットワーク構成から極端に乖離するの
は望ましくなく、ＶｏＩＰ技術を導入する際は、このような点にも十分配慮していくことが
必要とされた。

（２） 第四次モデル
第四次モデル検討時には、フルＩＰ網のＬＲＩＣモデルを構築し、音声サービス相当
のコストを算出するとした場合、どのような課題があるかについて論点の整理を行っ
た。しかしながら、フルＩＰ網のモデル化に向けた課題（ＮＧＮの技術標準が策定中で
あり、現時点では時期尚早）、ＩＰ網が持つ特徴に起因する課題（ＰＳＴＮと比較してモ
デルが急速に変わりやすく、安定したコスティングは困難）、ＩＰ網における音声サービ
スのコスティングの課題（ネットワーク構成が明確でないことから、コストドライバの議
論が困難）等があり、今後のＩＰ網に関する技術の成熟度等を総合的に勘案し、
検討を進めることが必要とされた。

（３） 第六次モデル
第六次モデル検討時には、関係事業者からＩＰ－ＬＲＩＣモデルの具体的な提案がな
され、幅広い観点からの検討や課題の整理を行った。しかしながら、ＩＰ－ＬＲＩＣモデ
ルの前提となる考え方やＩＰ－ＬＲＩＣモデルを構築する際のネットワーク構成に係る技
術的課題などについて、更に検討を要する事項が多く存在することから、ＰＳＴＮからＩ
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Ｐ網への移行の進展状況やＩＰ網の技術的発展動向を適切に把握した上で、適時適
切に詳細な検討を行うことが必要とされた。

（４） 第七次モデル
第七次モデル検討時には、ＰＳＴＮ接続料の算定を前提に、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの構
築を行った。当該モデルについては、音声品質を確保するための具体的な方式やコ
ストが整理されていない等の課題が残されており、接続料算定への適用は見送られ
た。他方で、事業者のネットワークについては、今後もＩＰ化が進展していくことも想定
されるため、引き続き、接続料算定に長期増分費用方式を適用する場合には、ＩＰ－Ｌ
ＲＩＣモデルの適用可能性についても、継続して検討を行っていくことが適当とされた。

（５） 第八次モデル
第八次モデル検討時には、第七次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを基に見直しを行い、音声品
質の確保は音声パケットの優先制御によって行うこと、輻輳対策は原則として音声パ
ケット優先制御機能及びＳＩＰサーバの同時接続数制限によって対応すること、また、
コスト算定対象の範囲について、ＣＷＤＭ構成ではコア局経由で接続した方が経済合
理的であるためＧＣ接続のコスト算定は行わない等の整理を加えた。
ＧＣ接続のコスト算定等いくつかの事項は第八次モデル検討報告書においてモデ
ルの留意点とされたが、平成３０年答申では、ＧＣ接続に係る相当コストは、それら機
能単体で切り出して算定することはされないが、ＩＣ接続のコストに反映されているも
のとみなされる等の見解が示された。
これを踏まえ、総務省は第一種指定電気通信設備接続料規則について所要の改
正を行い、第八次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルは第八次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルとともに省令に規
定されることとなった。
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１．３ 次期ＬＲＩＣモデルの検討
平成３０年答申では、今後の接続料算定に用いる方法としてＬＲＩＣモデルを検討す
るに当たっては、ＩＰ網へ移行後の市場環境を見据えつつ、メタルＩＰ電話と光ＩＰ電話
の設備構成を踏まえると、長期増分費用方式を適用するサービスや機能の範囲、満
たすべき要件等の整理、また、光ファイバなど技術の進展を反映した設備構成による
更なる効率化が必要とされた。
さらに、次期適用期間は、ＩＰ網への接続ルートの切替やメタルＩＰ電話サービスの
提供開始、一部サービスの提供終了が想定されるところ、そうした環境変化による接
続料水準への影響を改めて整理した上で、メタルＩＰ電話の接続料算定において適正
性・公平性・透明性の確保が可能な算定方法の在り方を検討する必要があることか
ら、これらモデルの見直しや接続料算定の在り方に関する検討には２年から３年程度
の期間を要することが想定されるとの指摘があった。
これらを踏まえ、本研究会は、令和４年度以降の接続料算定に適用可能なＬＲＩＣモ
デル（以下「次期ＬＲＩＣモデル」という。）の検討を行うため、令和元年６月に検討を再
開することとした。
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第２章 市場環境の動向等

２．１ 契約数、トラヒック等の推移
（１） 音声通信サービスの契約数等の推移
音声通信サービスの契約数等の推移について、「加入電話・ＩＳＤＮ」の契約数は、
平成９年度の６，２８５万加入をピークに、それ以降、減少傾向が継続しており、平成
２９年度の契約数は、２，１３５万加入であり、前年度比で約７％減少している。
一方、平成２５年度以降、「ＩＰ電話」の利用番号数
数を上回る結果となっている。（図２－１）

12

は、「加入電話・ＩＳＤＮ」の契約

図２－１ 音声通信サービスの契約数等の推移

このうち、ＮＴＴ東日本・西日本の「加入電話・ＩＳＤＮ」の契約数についても、減少傾
向が継続しており、平成３０年度の契約数は、１，８５０万契約であり、前年度比で約
７％減少している。一方、平成３０年度のひかり電話のチャネル数は、１，８２４万チャ

12

ここでのＩＰ電話の利用番号数は、０５０－ＩＰ電話と０ＡＢＪ－ＩＰ電話を合わせたもの。
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ネルである。（図２－２）

図２－２ ＮＴＴ東日本・西日本の加入電話の契約数等の推移

（２） 音声通信量の推移
固定電話 13の音声通信量（通信回数及び通信時間）は、携帯電話やインターネット
の普及に伴い、平成１２年度をピークに、発着信ともに減少傾向が継続している。固
定電話における発着の傾向をみると、発信よりも着信の方が回数が多く、時間も長い
傾向にある。
ここ数年、携帯電話・ＰＨＳの音声通信量は減少又は横ばい傾向にある。これは、
スマートフォンの著しい普及に伴うＳＮＳの利用等、コミュニケーション手段の多様化
により通信量が減少している一方で、携帯電話の通話料金定額制プランの提供が増
加要因として互いに相殺する効果を持っているものと考えられる。
総音声通信量に占める固定電話の割合について、平成２９年度の固定電話発の
通信回数は約１７５億回（全体の約２１％）、通信時間は約４．８億時間（全体の約１
５％）、固定電話着の通信回数は約３２７億回（全体の約４０％）、通信時間は約１０億
時間（全体の約３０％）であり、いずれも減少傾向にある。（図２－３、図２－４）
13

ここでの固定電話の通信量は、発信については、加入電話、ＩＳＤＮ及び公衆電話の合計を、着
信については、加入電話とＩＳＤＮの合計を表す。
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図２－３ 音声通信量（発信）の推移

図２－４ 音声通信量（着信）の推移
ＮＴＴ東日本・西日本の交換機を経由する通信量は、通信回数・通信時間ともに減
少傾向が継続しているが、特に加入者交換機（ＧＣ交換機）を経由する通信量は、平
成３０年度の通信回数は約２２０億回（対前年度比約１２％減）、通信時間は約６．４
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億時間（対前年度比約１２％減）と、より顕著に減少している。（図２－５ 14）

図２－５ ＮＴＴ東日本・西日本の交換機を経由する通信量の推移

14

ＩＣ経由トラヒックについては、平成２６年度まではＧＣを経由するもののみを計上しており、平成２
７年度はそれに加えてＧＣを経由しないものも計上している。また、図２－５中、ＧＣ経由又はＩＣ経
由は、ＧＣ交換機又はＩＣ交換機を経由する通信回数及び通信時間を、ＮＧＮ（ＩＧＳ）は、ひかり電
話に発着信する通信回数及び通信時間を計上しているため、例えば、ＮＴＴ東日本・西日本のＰ
ＳＴＮとひかり電話との間を発着信するトラヒックは、ＩＣ経由（ＧＣを経由するもの）とＮＧＮ（ＩＧＳ）の
いずれにも計上されている。
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２．２ 接続料等の推移
ＰＳＴＮに係る接続料（ＧＣ接続、ＩＣ接続等） 15は、上述の通り平成１２年度より長期
増分費用方式を用いて算定している。
ＬＲＩＣモデルを用いて算定する接続料原価は低廉化傾向にあり、令和２年度の接
続料原価は９６３億円、前年度比約７％減となっている。（図２－６）

図２－６ 接続料原価の推移 16
しかし、接続料原価の低廉化よりも、音声トラヒックの減少が大きいため、平成２４
年度以降、接続料の水準は上昇を続け、令和２年度はＧＣ接続料７．４７円／３分、ＩＣ
接続料８．７１円／３分となっている。（図２－７）

15

ＧＣ接続料は、加入者交換機能に係る接続料、ＩＣ接続料は、加入者交換機能、加入者交換機
回線対応部共用機能、中継伝送共用機能、中継交換機回線対応部共用機能、中継交換機能に
係る接続料の合計からなる。【資料８】
16
控除された NTS コストには、SLIC（加入者ポート）、き線点遠隔収容装置（FRT）等のコストが含ま
れている。ＮＴＳコスト（Non-Traffic Sensitive Cost）とは通信量に依存せず、加入者回線数に依
存する費用。当初、NTS コストは接続料で回収されていたが、基本料で回収することが望ましい
費用であることから、平成１７年度より段階的に接続料原価から控除されたが、そのうちき線点ＲＴ
－ＧＣ間伝送路コストについては現在は接続料原価に算入。

15

図２－７ 接続料の推移
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２．３ ネットワークのＩＰ化の動向
ＰＳＴＮからＩＰ網への円滑な移行の在り方
平成２７年１１月、日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ」という。）は、「『固定電話』
の今後について」という同社の構想を発表した。
ＮＴＴの構想は、電話サービスのために用いられているＰＳＴＮの設備（中継交換
機・信号交換機）が、２０２５年頃に維持限界を迎える中で、今後、ＰＳＴＮを順次ＩＰ網
へ移行しようとするものである 17。具体的には、移行後も、メタル回線はアクセス回線
として維持し、加入者交換機は、メタル回線を収容する装置として引き続き利用する
こととしている。（図２－８）

図２－８ 固定電話網の移行に関する概要
その後、関係事業者間の協議の場等において、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行スケジュ
ールについて、
・ 令和３年（２０２１年）１月頃に、ＮＴＴ東日本・西日本の光ＩＰ電話の発着信及びＮＴＴ
東日本・西日本以外の事業者間の発着信の接続ルート切替を開始
17

この構想は、平成２２年１１月にＮＴＴ東日本・西日本が発表した「ＰＳＴＮマイグレーションについ
て～概括的展望～」を更新したものである。
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・ 令和５年（２０２３年）１月頃に加入電話の着信の接続ルート切替を開始
・ 令和６年（２０２４年）１月頃に加入電話の発信の接続ルート切替を開始
・ 令和７年（２０２５年）１月頃にＩＰ網への接続ルート切替を完了
するとの工程が示されている。（図２－９）

図２－９ 固定電話網の移行に関する概要
次期適用期間は、ＩＰ網への接続ルートの切替やメタルＩＰ電話サービスの提供開
始、一部サービスの提供終了が想定されるところ、ＬＲＩＣモデルの検討においては、
こうしたＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展の動向やＩＰ網に関する技術動向を適切に踏
まえ、検討を行うことが適当と考えられる。
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諸外国におけるＩＰ－ＬＲＩＣモデルの動向
ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しに当たっては、国ごとの接続料に関する制度の違いや、
諸外国において適用されているＩＰ－ＬＲＩＣモデルの構成を踏まえた検討を行うことが
適当である。
（１） 諸外国の固定電話網における接続料算定方式
諸外国では、固定電話網の接続料算定に長期増分費用方式を採用している国が
多い。特に、欧州では純粋増分費用（ｐｕｒｅ ＬＲＩＣ）方式 18による着信接続料規制を
導入している。（表２－１）
表２－１ 諸外国における接続料算定方式
国

米国

英国

フランス

ドイツ

韓国

日本

PSTN
接続料
の算定方式

ビル＆キープ
方式へ
移行予定

ＬＲＩＣ方式
による
上限規制

ＬＲＩＣ方式
による
上限規制

ＬＲＩＣ方式
による
認可規制

ＬＲＩＣ方式
による
認可規制

ＬＲＩＣ方式
による
認可規制

ＫＴ

ＮＴＴ東日本・
西日本

料金規制の
適用対象
事業者

全事業者

全事業者

全事業者

ＤＴ
（他事業者
にも同額を義務
付け）

IP-LRIC
採用状況

－

○

○

○

×

×

LRIC 方式
の詳細

－

ｐｕｒｅ ＬＲＩＣ
方式

ｐｕｒｅ ＬＲＩＣ
方式

ｐｕｒｅ ＬＲＩＣ方式
＋
国際ベンチマーク

平均費用
方式

平均費用
方式
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長期増分費用方式のうち、接続呼により追加的に発生する費用のみを対象とする算定方式。
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（２） 欧州におけるＬＲＩＣモデルの利用動向
欧州では、ＥＵ加盟国のうち２７カ国において、固定電話の着信接続料算定に長期
増分費用方式が採用されている。また、そのうち２４カ国は、共通費を含まないｐｕｒｅ
ＬＲＩＣ方式を採用している。
２０１８年１２月施行のＥＥＣＣ（欧州電子通信コード）では、ＥＵ全域にわたる着信接
続料の上限規制の仕組みが導入された 19。統一上限料金は、ＩＰコア網を採用したＬＲ
ＩＣモデルで計算することも規定されている。（表２－２）
表２－２ ＥＥＣＣの付録Ⅲにおける接続料コスト算定ルール
Ｎｏ．
（ａ）
（ｂ）
（ｃ）
（ｄ）
（ｅ）
（ｆ）
（ｇ）

内容
効率的コストに基づくこと。具体的には、ボトムアップモデルで算定された、卸売音声着
信接続サービスに係るトラヒック関連の長期増分費用に基づくこと。
増分費用とは、事業者が卸売音声着信接続サービスを提供する場合と提供しない場
合の費用の差分であること。
卸売音声着信接続サービスを提供しない場合に回避可能な、トラヒック関連コストだけ
を着信接続に配賦すること。
増分のネットワーク容量に関する費用は、それが追加の卸売音声着信接続トラヒックを
運ぶために必要である程度のみを含めること。
携帯音声着信の増分費用に、周波数に係る費用を含めないこと。
広告宣伝費については、音声着信接続の第三者への卸売に直接に関係する費用の
みを含めること。
固定事業者については、その規模によらず、効率的事業者と同じ単位コストで音声着
信サービスを提供すると想定すること。

（ｈ）

携帯事業者については、最小効率規模を市場シェア 20%未満には設定しないこと。

（ｉ）

減価償却の手法として経済的減価償却を採用すること。
モデルにおける技術は将来見込みで IP コア網を採用し、料金の適用期間において利

（ｊ）

用されると想定される様々な技術を考慮すること。固定網の場合、通話はすべてパケッ
ト交換が採用されると想定すること。

ＥＥＣＣ（欧州電子通信コード）の定める統一上限料金を計算するため、欧州委員
会は欧州共通のＬＲＩＣモデルの開発に着手している。この欧州共通ＬＲＩＣモデルは、
コア網はＩＰ（ＩＭＳ）であるが、アクセス網やアクセス回線の収容装置などはモデル化
されない方向となっている。（表２－３）
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実装の期限は 2020 年末。
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表２－３ 欧州共通ＬＲＩＣモデルの構築方針（案）
論点

ＬＲＩＣモデルの整理

アクセス網のモデル化

アクセス網はＮＴＳコストのため、接続の増分費用には該当せず、
モデル化しない。

光ファイバ伝送路コスト

光ファイバ伝送路（ケーブル、土木設備）は、音声提供のために敷
設されたものではないため、接続の増分コストとはみなさない。

交換・伝送設備コスト

交換・伝送設備は主としてブロードバンド等の非音声サービス用で
あるため、設備量算定は行わず、一定比率でマークアップする。

コア網

接続の増分費用のほとんどがコア網コスト想定し、ＩＭＳベースのＩＰ
コアのコストを算定。

アクセス網の想定

アクセス網・収容装置ともモデル化対象外であり、アクセス網の技
術想定は行わない。

（３） 諸外国における公衆電話の扱い等
公衆電話のＩＰ化や提供義務の状況は国によって様々であり、ＩＰ化に伴い公衆電
話サービスの提供を終了する例も見られる。（表２ｰ４）
表２ｰ４ 諸外国における公衆電話の扱い

公衆電話のＩＰ
化等
公衆電話提供
義務（ユニバ）
公衆電話への
ユニバ基金か
らの補てん
公衆電話のモ
デル化

米国

英国

フランス

ドイツ

イタリア

オランダ

韓国

従前より
提供義務
なし

一部をＩＰ
端末に置
き換え中

条件不利
地域を除
き撤去の
方向

不明（非コ
イン式に
移行）

主としてＩ
ＳＤＮ対応
端末を採
用

ＫＰＮは公
衆電話事
業を停止
済

ＩＰ端末も
試行され
たが普及
せず

×

○

×

×

○

×

○

×

×

×

×

○

×

○

-

×

×

×

×

×

不明
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第３章 研究会における検討事項等

第１章で述べた研究会再開の経緯や第２章で述べた市場環境の変化等を踏まえ、
ＩＰ網への移行後を見据えつつ、令和４年度以降の接続料算定に適用し得る次期ＬＲＩ
Ｃモデルの策定に向けたモデルの見直しを行う。
なお、ＩＰ網への移行に伴う接続形態や設備構成の変更等の環境変化を踏まえた
プライシングの検討により、モデル見直しが必要と判断される場合には、追加検討を
行う。
（１） モデル見直し検討に当たっての前提条件
１） モデル化の対象範囲について
ＩＰ網へ移行後の接続料算定に長期増分費用方式を適用するとした場合、対
象となるサービスや機能の範囲は様々な選択肢が考えられる。接続料算定の効
率化等のために適切な範囲を選択するためには、プライシングの観点から定量
的な検証を行えることが望ましい。
そうした定量的なプライシングの検証が可能となるよう、次期ＬＲＩＣモデ
ルへの見直し検討を進めるに当たり、そのモデル化の対象範囲はメタルＩＰ電
話と光ＩＰ電話を収容する一体的な固定電話網を想定。
２） 加入者回線のモデル化について
次期ＬＲＩＣモデルへの見直し検討に当たっては、第八次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルをベー
スとしつつ、モデル化の対象であるメタルＩＰ電話と光ＩＰ電話を収容する一体的な固
定電話網について、光ファイバや無線などメタル回線以外（以下「メタル回線以外の
加入者回線」という。）でもサービス提供可能な設備構成とした場合に見直すべき
事項について検討。
３） メタルＩＰ電話の設備構成やコスト見通しについて把握の必要性
ＩＰ網への移行後を見据えつつ、令和４年度以降の接続料算定に用いることを想
定して次期ＬＲＩＣモデルの検討を進めるに当たり、実網におけるメタルＩＰ電話の設
備構成やコストの見通しを具体的に把握することが望ましい。
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（２） 検討体制
本研究会は、令和４年度以降の接続料算定に適用し得る次期ＬＲＩＣモデルの策定
に向けたモデルの見直しについて、詳細な検討を行うため、令和元年７月、本研究会
の下に「モデル検討ワーキンググループ」（以下「ＷＧ」という。）を設置した。また、Ｗ
Ｇは、ＬＲＩＣモデルの見直しに係る事業者等による詳細な検討を加速するため、同年
９月、ＷＧの下に「サブワーキンググループ」（以下「SＷＧ」という。）を設置した 20。
本研究会は、令和元年６月から令和２年５月まで、計５回の会合を開催し、ＷＧは、
令和元年９月から令和２年２月まで、計６回の会合を開催し、SＷＧは、令和元年９月
から令和２年２月まで、計８回の会合を開催した 21。（図３－１）

図３－１ 研究会の開催状況等

20

本検討における研究会、ＷＧ及びＳＷＧの構成員は、参考資料２、参考資料３及び参考資料４
のとおり。
21
研究会、ＷＧ及びＳＷＧの検討状況は、参考資料５、参考資料６及び参考資料７のとおり。
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（３） 見直し検討項目
検討に当たって、令和元年８月１日から同月２８日まで、ＷＧの構成員である各事
業者に対して、以下の見直し検討項目に係る提案募集及びヒアリングを行った。（表
３－１、表３－２）
表３－１ モデル見直し検討項目
項 目

内 容

モデル見直しの基本検討
１．モデル化の対象とするサービス・機能等

 次期ＬＲＩＣモデルにおいて、メタル回線以

１－１ モデル化の対象サービス・機能

外の加入者回線による設備構成を想定す

１－２ メタル回線以外の加入者回線に

るに当たり、モデル化の対象サービス・機

よる設備構成の想定

能（固定電話、公衆電話等）、具備すべき

１－３ モデルで具備すべき機能

機能（緊急通報、局給電等）、モデルにお

１－４ モデルにおける非指定設備の取

ける非指定設備の取り扱い等について見

り扱い

直すべき事項はあるか。

１－５ モデルで考慮すべき音声サービ
ス品質

 モデルで考慮すべき音声サービス品質
は、引き続き０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話相当とする
ことが適当か。

モデル見直しの詳細検討
２．加入者回線のモデル化に当たっての考  メタル回線以外の加入者回線をモデル化
え方

するに当たり、ルート設定や設備量算定の

２－１ ＩＰ化の範囲

ためのロジックとして、ＩＰ化の範囲（例 ど

２－２ 光回線の分岐方法

こでＩＰ化するか）、設備選択（例 加入者

２－３ 加入者回線の選択ロジック

回線の選択ロジック）、分岐方法（例 局外
スプリッタの設置方法）等はどうあるべき
か。
 メタル回線以外の加入者回線を想定した

３．ネットワーク構成についての考え方
３－１ ネットワーク構成

場合のネットワーク構成（例 スコーチド・ノ

３－２ 相互接続・設備構成

ードの仮定）、相互接続（例 相互接続点
及び接続方式）、設備構成（例 局設置設
備、信号網、緊急通報）等はどうあるべき
か。
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 メタルＩＰ電話及び光ＩＰ電話を一体とした固

４．設備共用の範囲とトラヒック区分
４－１ 設備共用の範囲

定電話網をモデル化するに当たり、設備

４－２ トラヒック区分

共用の範囲（例 各設備における音声系

４－３ 優先制御を考慮したコスト配賦

／データ系のコスト按分方法）や設備量算
定のためのトラヒック区分（接続呼、網内
呼の区分）等について見直すべき事項は
あるか。
 メタルＩＰ電話及び光ＩＰ電話を一体とした固

５．ＴＳ／ＮＴＳコスト区分の考え方

定電話網についてメタル回線以外の加入
者回線による設備構成を想定する場合
に、ＴＳ／ＮＴＳコスト区分等について見直
すべき事項はあるか。
 その他見直すべき事項はあるか。

６．その他
６－１ 光ケーブルの経済的耐用年数
６－２ 新規入力値等
６－３ 通信ネットワーク強靱化の取組等
の反映
６－４ 特別損失の扱い

表３－２ ヒアリング項目

１

項目

対象事業者

メタル IP 電話のネットワーク設備のうち特にメタル収容装置及び

ＮＴＴ東日本・西日本

変換装置に関して、設備構成（仕様含む。）及びコスト見通しをお
示しいただきたい。もし、現時点で詳細未定である場合は、設備構
成及びコスト見通しのそれぞれについて、今後の具体化に向けた
スケジュールをお示しいただきたい。
２

メタル IP 電話の終了時期について、また、加入者交換機以外の

ＮＴＴ東日本・西日本

装置をメタル収容装置として活用する可能性があるのかどうか、そ
の見通しをお示しいただきたい。
３

平成 29 年度接続会計報告書に記載の実際費用※1,960 億円が、
28 年度 2,768 億円に比べて約 30％減となっていることについて、
その主な要因をお示しいただきたい。
※ 接続会計報告書「第四部 参考情報」の「第一種指定電気通信設備接続
会計規則の取扱い等について（要請）（平成 29 年 4 月 18 日総基料第 75
号）における『長期増分費用と実際費用との比較・検証を行うための情報に
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ＮＴＴ東日本・西日本

ついて』に基づく措置」に係る実際費用。

４

ＰＳＴＮに係る実際費用（ＰＳＴＮのうち加入者交換機に係る費用）

ＮＴＴ東日本・西日本

について、ＩＰ網への移行過程における（令和６年度までの）見通し
をお示しいただきたい。
５

多くのサービス産業では需要が減少した時、サービスを改善して

全事業者

使いやすい環境を作り、需要の増大に努力することが重要である
というのは社会常識と思われる。現在の電話サービスはそのよう
な状況にあるが、貴社では需要の増加を図るためにどのような努
力をなさっているのか、また、そのような努力を実行するために何
か障害があるのか、お聞きしたい。このような努力は各国でも行わ
れているが、調査をなさった結果があればお聞きしたい。
６

ＩＰ網への移行後における固定電話網の接続料算定に長期増分費

全事業者

用方式を適用するとした場合、事業者間の接続料支払に係る影響
等、どのようなメリット・デメリットが想定されるか。また、ＩＰ網への
移行後を見据えた次期ＬＲＩＣモデルを検討するに当たり特に留意
すべきことはあるか。
７

ルータといった IP 系の機器類は、物理的減耗よりも、経済的耐用

全事業者

年数が早く来る。そこで IP 系機器について、それが物理的に使用
可能であっても、新しい代替機器への更新投資をする場合、どの
ようなルールで決定されるのか、あればお聞きしたい。

提案募集の結果、ＫＤＤＩ株式会社（以下「ＫＤＤＩ」という。）、ソフトバンク株式会社
（以下「ソフトバンク」という。）、ＮＴＴ東日本・西日本から提案があった 22。また、ヒアリ
ングについては、エヌ･ティ･ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社オプテージ、
ＫＤＤＩ、ソフトバンク、ＮＴＴ東日本・西日本から回答があった 23。各事業者からの提案
内容等を踏まえ、表３－１の見直し検討項目ごとに検討を行った。

22
23

各社の提案資料は、参考資料８のとおり。
各社のヒアリングへの回答は、参考資料９のとおり。
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（４） モデル検討における基本的事項についての考え方
検討に当たっては、モデルで算定されるコストの適正性・公平性・透明性を確保す
るため、これまでのモデル検討と同様、以下に示す全８項目を「モデル検討における
基本的事項についての考え方」とする。（表３－３）
なお、モデルの簡素化の観点から、モデル検討における詳細条件の扱いは、費用
算定の観点から必要な程度において考慮する旨（下線部）の考え方を追加した。
表３－３ 基本的事項についての考え方
１ 設備・技術に
関する想定

諸外国におけるモデルの考え方を踏まえ、モデルで提示されるネット
ワークは、現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備や技術を
採用するものとする。これら設備・技術は実際の指定電気通信設備に使
用されているものに限定せず、信頼性のあるコスト把握が可能な範囲
で、少なくとも内外有力事業者で現に採用されている例が稀ではない設
備・技術を検討対象とする。

２ 客観的データ
の活用

基本的には国勢調査、事業所・企業統計調査等の公的・客観的なデ
ータを可能な限り採用する。また、事業者等の実績データに基づく検討
が必要な場合においても、特定の事業者やメーカのデータのみに立脚す
ることを可能な限り避け、複数のデータを総合的に勘案する。
一方、投資額に関するモデルの入力値については、信頼性のある入
手可能な直近の再調達価額データを基に決定する。

３ 関係法令との
整合

モデルは、技術関係法令や接続関係法令等、我が国の規制・政策と
整合性のとれたものとする。
例えば、モデルで想定するネットワーク構成は、事業用電気通信設備
規則（昭和６０年郵政省令第３０号）の伝送路や予備機器の設置等に関
する規定を踏まえたものとする。

４ 外国 モデルと

諸外国におけるモデルとの整合性を可能な限り考慮する一方、地理

の整合性・独自 的条件等における我が国の独自性も適切に考慮する。
性

例えば、前述の利用可能な設備・技術等の基本概念、モデルの基本
的な構成、モデルにおける計算の粒度等は、諸外国におけるモデルの
考え方とも可能な限り整合性のとれたものとする。
その一方で、地形、需要分布、災害対策の必要性等、我が国の独自
性を考慮することとする。

５ 算定条件の中
立性

モデルは、仮想的な事業者が現時点で利用可能な最も低廉で最も効
率的な設備と技術でネットワークを新たに構築した場合の費用を算定す
るものであり、モデルで想定するネットワークは、特定の事業者の設備構
成を前提とせず、合理的、一般的な仕様の機器を効率的に組み合わせ
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たものとする。その際、接続方式等の詳細条件は、費用算定の観点から
必要な程度において考慮するものとする。
同様に、モデルで算定される保守コスト、共通コスト等についても、特
定の事業者の実態にとらわれずに、上記のネットワークを管理運営する
ために一般的に必要な水準を念頭に置くものとする。
なお、設備の価格低下や技術進歩は時間の経過に伴って生じるもの
であり、価格低下が起こる以前の特定の事業者の経営・投資判断の適・
不適を評価することは本モデルの目的とするところではない。同様に、ＩＰ
化等の進展を踏まえた事業者のネットワーク高度化や我が国の将来的
な通信網高度化ビジョンの策定等の評価についても本モデルの目的と
するところではない。
６ プライシングか
らの中立性

本研究会は、今後の長期増分費用方式に基づく接続料の算定方式の
在り方等の検討に資するため、技術モデルの構築とこれを用いた費用
算定を調査研究事項とするものであり、モデル入力値の適用領域や導
入スピードといった事項は検討対象外とする。
モデル策定に当たっては、原則として、個別のアンバンドル要素単位
コストや地域単位コストを具体的に算定する、いわゆるコスティング（費
用把握方法）を専ら目的とし、算定されたコストから実際の接続料をどの
ように算定すべきであるかという、いわゆるプライシング（接続料算定方
法）の議論からの中立性を保つこととする。

７ 透明性・公開
性の確保

透明性の確保の観点から、モデルにおける技術的な想定や具体的な
算定方式等の導出根拠は、事業者の経営上の機密に十分配慮した上
で、可能な限り客観的かつ明確に示し得るものとする。
また、検討の過程において、作業の全体スケジュールに支障を生じな
いよう配慮しつつ、透明性・公開性の確保に努めるものとする。

８ 国が進めてい

電線類地中化や加入者回線の光ファイバ化の推進等については、国

る政策との整合

の方針として推進している政策であることから、現行モデルの見直しにお

性への留意

いては、可能な範囲でこれらの政策との整合性に留意する。
効率性の追求といったモデル構築の基本的理念からは、これらの政
策をモデルに反映することが困難な面もあるが、非効率性の排除といっ
た長期増分費用モデルの理念をも尊重しつつ、モデルで算定された結
果と現実の設備状況を比較し、国が進めている政策の目標値等との乖
離が大きい場合には、これらの政策との整合性確保につき再度検討を
行うものとする。

28

第４章 モデル見直しの基本検討

４．１ モデル化の対象とするサービス・機能等
モデル化の対象サービス・機能
＜モデルの回線需要として扱うサービス＞
メタルＩＰ電話と光ＩＰ電話を収容する一体的な固定電話網をモデル化の対象とする
というモデル見直し検討の前提条件を踏まえ、モデルの回線需要として扱うサービス
は、メタルＩＰ電話（加入電話）、ＩＳＤＮ、公衆電話及び光ＩＰ電話とする。
また、平成３０年答申で今後の課題とされた定量的なプライシングの検証に有用な
データを提供可能とするため、算定コストはメタルＩＰ電話等と光ＩＰ電話とで分計可能
とする。
＜設備共用を見込むために対象とするサービス＞
ＡＤＳＬ及びＩＳＤＮディジタル通信モードはＩＰ網への移行に伴い終了するため、設
備共用を見込むための対象サービスに含めない。（表４－１）
表４－１ モデル化の対象サービス
サービス

内容

モデルの回線需要として扱

メタルＩＰ電話（加入電話）、ＩＳＤＮ、公衆電

うサービス

話、光ＩＰ電話

設備共用を見込むために

一般専用、光地域ＩＰデータ 等

対象の扱い
モデル算定対象

モデル算定対象

対象とするサービス

■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
＜モデルの回線需要として扱うサービス＞
① メタルＩＰ電話（加入電話）、ＩＳＤＮ、公衆電話及び光ＩＰ電話をモデルの回線需
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要として扱う。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
② コスティング上、メタルＩＰ電話（光ＩＰみなし電話含む。）と光ＩＰ電話を分計可能
とし、後のプライシングの検討においてモデル適用範囲等の議論の自由度を
担保する。（ＫＤＤＩ）
③ 光ＩＰみなし電話を収容する収容局（以下「光みなし回線収容局」という。）にお
いて、公衆電話は光回線により提供可能と仮定する。（ＫＤＤＩ）
④ 光みなし回線収容局の場合、ＩＳＤＮインタフェース（ＢＲＩ、ＰＲＩ）を収容可能と
仮定する（光ＩＰ電話でもＩＳＤＮインタフェースを収容可能なアダプタが提供され
ているため）。（ＫＤＤＩ）
＜設備共用を見込むために対象とするサービス＞
⑤ ＡＤＳＬ及びＩＳＤＮディジタル通信モードは、ＩＰ網への移行に伴い終了するため
対象サービスとしない。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
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メタル回線以外の加入者回線による設備構成の想定
メタル回線以外の加入者回線でもサービス提供可能な設備構成を想定するという
モデル見直し検討の前提条件を踏まえ、メタル回線はメタル回線以外の加入者回線
に置き換え可能とする。置き換えの有無は、経済比較もしくはそれに相当する比較
（以下「加入者回線の選択ロジック」という。）によって判断する。
今回の検討では、無線で提供する場合の設備構成について具体の提案がなかっ
たため、メタル回線以外のサービス提供方法としては専ら光回線を想定する。（図４
－１）
※

以下、メタル回線を光回線に置き換えたものを「光みなし回線」
、メタルＩＰ電話を光ＩＰ
電話に置き換えたものを「光ＩＰみなし電話」という。

なお、ユニバーサルサービスコスト算定に次期ＬＲＩＣモデルを適用する場合におけ
る加入者回線の選択ロジックの扱いは、ユニバーサルサービスコスト算定の在り方の
検討において改めて整理することが適当である。

図４－１ 「加入者回線の選択ロジック」イメージ
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＜ＬＲＩＣモデルにおいてメタル回線以外の加入者回線による設備構成を想定すること
の妥当性＞
ＮＴＴ東日本・西日本から、ＬＲＩＣモデルは実際にコストベンチマークとして用いるこ
とができるモデルにすべき、そのため、加入者回線収容装置以下の設備構成は、メタ
ル回線による既存のＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの設備構成（ＮＴＴ東日本・西日本のメタル
ＩＰ電話網に相当）にすべきとの意見があった。次期ＬＲＩＣモデルへの見直し検討にお
いて、メタル回線以外の加入者回線による設備構成を想定することの妥当性は次の
とおりである。
メタルＩＰ電話はおよそ償却済みの設備によって構成されることが見込まれる。ＩＰ網
へ移行後、中継交換機などは中継ルータに代替されるが、加入者交換機（メタル回線
収容装置）以下の設備は引き続き使用される予定である。加入者交換機は、既にベ
ンダーによる製造・販売が終了しており、設備投資（新規調達）は行われていない 24。
そのため、償却済み比率は年々上昇しＩＰ網へ移行完了前の令和５年度 25におよそ１
００％に達することとなる。
このおよそ償却済みの設備構成は、ＩＰ網への移行が進む過程における実網の設
備構成として特段否定されるものではない。しかし、この設備構成をどこまでモデル
の前提とするかに関しては、メタルＩＰ電話網が、およそ市場での新規調達を前提とし
ない設備で構成される特有なネットワークである点に留意する必要がある。他の一般
的な設備更改の行われるＩＰ網と比べ、設備構成と費用構造の両面において大きく異
なり、モデルの前提の設定如何によっては他の機器への代替に大きな制約を伴うこ
とが想定される 26。ＬＲＩＣモデルは、最新の需要に応じた設備を新たに構築した場合
の費用を算定するものであり、この基本的な考え方に立脚する限りにおいて、実際の
指定電気通信設備に限定せず、現在の固定電話市場において利用可能な最も低廉
で最も効率的な設備・技術を採用することが適当である。そして、今回のモデル見直
し検討に当たっては、光ファイバや無線などメタル回線以外の方法によってもサービ
ス提供が可能な設備構成を含め、技術の進展を反映した、より効率的なモデルとす
ることが適当 27である。
24

平成 27 年度にベンダーによる製造・販売が終了。保守期限後に故障が生じた場合は、既存装
置の集約や撤去によって捻出された物品に取り替えることで対応。
25
更改完了の平成 28 年度から NTT 東日本・経済的耐用年数（法定耐用年数と同じ８年）が経過
した時点。
26
例えば第七次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、音声収容装置及びＩＳＤＮ収容交換機について、実際に
はメタル回線対応であるものの、き線点ＲＴで光化された加入者回線を収容可能と仮定している。
これは、加入者回線を光化するき線点ＲＴが、ＮＴＴ東日本・西日本の他では諸外国を含め導入
例のない設備であることによる。
27
「モデル検討における基本的事項についての考え方」（以下「基本的事項」という。）の「１ 設
備・技術に関する想定」（モデルで提示されるネットワークは、現時点で利用可能な最も低廉で最
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なお、ＬＲＩＣモデルは実際にコストベンチマークとして用いることができるモデルに
すべきとのＮＴＴ東日本・西日本の意見については、上述の通り、設備構成だけでなく
費用構造も異なる点を踏まえる必要がある 28。また、第七次ＩＰ－ＬＲＩＣモデル及び第
八次ＩＰ－ＬＲＩＣモデル（以下「現行ＩＰモデル」という。）の検討において、ＬＲＩＣモデル
は「仮想的な事業者が新たにネットワークを構築した場合を想定したものであり、適用
対象事業者にモデルで示したネットワーク構成に対応することを求めるものではない」
との研究会の考え方を示しているが、本検討においてもこれは変わらない。
＜移行コスト等の扱い＞
ＮＴＴ東日本・西日本からは、光回線による設備構成のモデルについて次の反対意
見が示された。
・ メタルＩＰ電話のユーザを実際に光ＩＰ電話に移行させる場合、宅内端末の設置
や個別説明等の対応が必要となるところ、メタルＩＰ電話の全ユーザに対してそ
れら対応を行うことは不可能であることから、光回線モデルには問題がある。
・ 仮に光回線モデルを含め各モデルのコスト比較を行うとしても、ユーザ対応コス
ト等をモデルへ反映すべき。
ＬＲＩＣモデルは、仮想的な事業者が現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な
設備と技術でネットワークを新たに構築した場合の費用を算定するものであり、実際
の事業者の既設設備に係るコストを考慮して算定するものではない 29。そのため、過
去のモデル検討では、ＩＰ網への移行コスト等は検討の対象外であるとして、モデルの
算定対象に含めていない。今回のモデル検討に当たっても、このＬＲＩＣモデルとして
の基本的な性質は変わるものではないところ、ＩＰ網への移行コスト等は検討対象外
とする 30。ＮＴＴ東日本・西日本は上記意見において、他の事例に基づく移行コストの
試算値の提示はあったが、モデル検討として扱うべき具体的な内容の提示はなかっ
た。
も効率的な設備や技術を採用）
平成 24 年答申（第六次ＬＲＩＣモデルを用いた接続料算定）では、実網と同じ加入者交換機を
ベースとするＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルについて、実網の償却済み比率の上昇により生じる費用構
造の違い（償却済み比率が高い実網では減価償却費が小さくなる。）が指摘され、接続料算定上
この影響を補正するための措置が適用された。ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、この償却済み比率を用い
た補正措置は適用していないところ、仮に設備構成を実網ベースにしたとしても、費用構造の違
いによるコスト算定への影響が生じることが想定される。
29
基本的事項「５ 算定条件の中立性」（モデルは、仮想的な事業者が現時点で利用可能な最も
低廉で最も効率的な設備と技術でネットワークを新たに構築した場合の費用を算定するものであ
り、モデルで想定するネットワークは、特定の事業者の設備構成を前提とせず、合理的、一般的
な仕様の機器を効率的に組み合わせたものとする。）
30
これをもってプライシングの検討における移行コストの扱いは否定されない。
28
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なお、構成員からは、モデルにおいてメタル回線をメタル回線以外の回線に置き換
え可能とするに当たり、例えば局給電機能の有無のように設備によって技術的条件
の違いがあるところ、こうした技術的条件の異なる設備への代替可能性を担保するた
めの評価方法の精緻化について、将来的な課題としてはどうかとの意見があった。
※ 局給電の扱いについては「４．１．３ モデルで具備すべき機能」で記載。

■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
① メタルＩＰ電話は光ＩＰ電話に置き換え可能とする。
• メタルＩＰ電話は光ＩＰ電話に置き換え可能とする。置き換えの可否はモデル
内の経済比較による。（ＫＤＤＩ）
• モデルのシンプル性等の観点から、収容局単位で経済比較を行い、メタル
回線と光回線のいずれかを選択する。（ソフトバンク）
② メタル回線以外の加入者回線によるサービス提供は、加入者宅内設備の設
置等ユーザへの影響が大きいことから、モデル化の対象とすべきでない。（Ｎ
ＴＴ東日本・西日本）
【主な意見】
＜ＬＲＩＣモデルにおいてメタル回線以外の加入者回線による設備構成を想定すること
の妥当性＞
○ メタル回線か光回線かは、コスト比較によって選択すべき。（ＫＤＤＩ）
○ ＩＰ網への移行後を見据えオール光化が厳しいことからメタル回線を残す選択をし
た実情を踏まえるべき。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ 設備を新たに構築するというＬＲＩＣモデルの考え方は、アクセス回線が大きく変わ
らないことを前提にしているのではないか。実際のサービスでは、数年前から加入
者への事前通知等を行って来ているところ、そうした加入者対応等、実網とモデル
の前提の違いを考慮してもよいのではないか。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ モデルで算定された値は、経営効率化を促すためのコストベンチマークであるべ
き。そのため、モデルにおける設備構成等は実際に実現可能なものとする必要が
あり、加入者回線収容装置以下の設備構成は、メタル回線による既存のＰＳＴＮモ
デルの設備構成にすべき。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ 新規調達できないメタル回線収容装置を採用するモデルはサステナブルと言える
のか。ＩＰ網へ移行を進める実網の設備構成として否定はしないが、モデルは将来
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的にどうあるべきかという観点から検討すべき。（有識者）
○ メタルＩＰ電話は、償却済みの設備が多くあり、それを使うことで安価にサービス提
供できるという経営判断と推測。（有識者）
＜移行コスト等の扱い＞
○ 平成１４年答申（第二次ＬＲＩＣモデルを用いた接続料算定）では、ＬＲＩＣ方式で算
定された値は「既存事業者にとってある種の目標値としての意味をもち、その実現
に向けて経営効率化の取組みを行うインセンティブを与えるものである」との記載
がある。ＮＴＴ東日本・西日本が実際に目指すことができるかという観点からも、移
行コストについて考慮してもらいたい。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ メタルＩＰ電話のユーザを実際に光ＩＰ電話に移行させる場合、宅内端末の設置や
個別説明等の対応が必要となるところ、メタルＩＰ電話の全ユーザに対してそれら対
応を行うことは不可能であることから、光回線モデルには問題がある。仮に光回線
モデルを含め各モデルのコスト比較を行うとしても、ユーザ対応コスト等をモデルへ
反映すべき。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ 局給電や移行コスト等、必須ではないが望ましい機能が他の分野ではどのように
扱われているか。例えば、入札における総合評価方式のように、必須機能は基礎
点、望ましい機能は加算点を与えることも考えられ、そうした仕組みをＬＲＩＣモデル
に導入することも考えられる。ただし、基礎点と加算点の割合など納得し得る具体
的な数字を与えるのはなかなか困難であるところ、将来課題としてはどうか。（有識
者）
○ ＬＲＩＣモデルは、仮想的な事業者が効率的な設備と技術でネットワークを新たに
構築した場合の費用を算定するのであり、移行に係るコストや時間を扱うのはなじ
まない。（有識者）
○ 現実にＩＰ網へ移行する工程は世界初であり、電話網移行円滑化委員会の設置
や顧客への周知など膨大なエネルギーやコストがかかっているのも確か。ＩＰ網へ
の移行に際して、金額的に参考となるような数値があれば説得力は増すが、例え
ばユーザ対応といった作業をどの程度金額に換算できるかという課題も現実問題
としてあるのかもしれない。（有識者）
○ サービスの内容によって対応時間やコストは変わる。例えば、非常に優秀な社員
が説得した場合にどの程度時間を要するか定量的に示すのは難しい。（ＮＴＴ東日
本・西日本）
○ 移行コストに係る議論と局給電機能に係る議論とは分けて考えるべき。ただし結
論はすぐには出そうにないという印象。（有識者）
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モデルで具備すべき機能
現行ＩＰモデルと同様、事業用電気通信設備規則の規定をモデルで具備すべき機
能とし、モデルの算定対象とする。
その他の提供機能（時報（１１７）、天気予報（１７７）、電報（１１５）、ナンバー・ディス
プレイ、ピンク電話（硬貨収納等信号送出機能）等）については原則として具備すべき
機能とはせず、モデルの算定対象外とする。ただし、番号ポータビリティ等のアンバン
ドル機能や、事業者間精算機能等の接続に必要な機能については、具体的な提案
があれば検討可能とする。（表４－２）
表４－２ モデル化の対象機能
サービス
モデルで具備
すべき機能

内容
・ 事業用電気通信設備規則

モデル算定対

（緊急通報（第 35 条の 2）、局給電（第 27 条）、災害時優

象

先通信（110、118、119）（第 35 条の 2 の 2） 等）
・ 次のアンバンドル機能

原則として算

番号ポータビリティ、優先接続機能、番号案内機能

モデルで具備し
ない機能

対象の扱い

定対象外

等

（具体的な提

・ 接続に必要な次の機能

案があれば

事業者間精算機能

検討可能）

・ ＩＰ網へ移行後も提供を継続する次の機能
時報（117）、天気予報（177）、電報（115）、ナンバー・デ

原則として算
定対象外

ィスプレイ、ピンク電話（硬貨収納等信号送出機能） 等

＜公衆電話の機能についての考え方＞
回線需要として扱うサービスの１つである公衆電話 31について、第七次ＩＰ－ＬＲＩＣ
モデル検討時、課金情報の伝送方法や硬貨収納信号の送出方法を検討すべきとの
意見があったが、ＩＰ網での実現方式がまだ定まっておらず、これを具備するためのコ
スト算定を検討することが困難であったことから、モデルの留意点の１つとした。
その際、今後、そうした検討を行う場合には、公衆電話の運用を行うＮＴＴ東日本・
31

現行ＩＰモデルにおけるメタル回線需要（加入電話、ＩＳＤＮ、公衆電話）では、公衆
電話は回線数全体の約１％に相当する（令和元年度接続料算定ベース）。
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西日本から、必要な費用項目などの情報開示が行われることが望まれるとの研究会
の考え方を示している。
ＮＴＴ東日本・西日本が提供する公衆電話は独自実装によるものであり、国内の他
事業者は同様の設備によるサービス提供を行っていない。今回の検討では、ＮＴＴ東
日本・西日本から、ＩＰ網で公衆電話等の提供を可能とするためにＮＴＴ東日本・西日
本のメタル回線収容装置相当を用いる等、実網ベースの設備構成とすべきとの意見
が示された。しかし、公衆電話等の提供を制約条件に、公衆電話以外の回線需要を
含めネットワーク全体を実網の設備構成と同じにするという考え方を是とする場合、
基本的事項の「算定条件の中立性」（モデルで想定するネットワークは特定の事業者
の設備構成を前提とせず、合理的、一般的な仕様の機器を効率的に組み合わせたも
のとする）と整合しなくなるものと考えられる。
ＬＲＩＣモデルでは、合理的、一般的な仕様の機器を効率的に組み合わせた設備構
成を想定するに当たり、事業用電気通信設備規則の規定による技術的条件をモデル
で具備すべき機能としている。ＮＴＴ東日本・西日本の独自仕様による公衆電話につ
いて、事業用電気通信設備規則の規定に加え具備すべき機能がある場合には、ま
ずはＮＴＴ東日本・西日本から、当該機能に係るコストの合理的なモデル化の方法等
について具体的な提案がなされる必要がある。
事業用電気通信設備規則の規定に加え具備すべき公衆電話の機能として、ＮＴＴ
東日本・西日本からは次の機能が提示された。（表４－３）
表４－３ IP 網における公衆電話の機能
ＩＰ網における公衆電話の機能 （加入者回線収容装置から課金情報 32を送信する場合）
① 課金テーブルをＣＳに配信・管理する機能
② 課金情報をＣＳから加入者回線収容装置に送出する機能
③ 課金情報を加入者回線収容装置から公衆端末に送出する機能
④ 課金情報を集計・管理する機能

32

公衆電話の課金情報は、網側から端末側へ一方向に送信される信号であり、以下の３種類があ
る。
・応答収納信号：着信端末の応答時またはそれに代わる課金時、加入者線交換機から発信端
末へ送出する 10 円単位の課金情報
・通信中収納信号：着信端末の応答後、通信中に加入者線交換機から発信端末へ送出する
課金情報
・100 円収納信号：着信端末の応答時またはそれに代わる課金時、加入者線交換機から発信
端末へ送出する 100 円単位の課金情報
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次期ＬＲＩＣモデルでは上記機能を具備すべき公衆電話の機能とし、モデルの算定
対象とする。また、モデルへの反映 33は、各機能コストを次の設備の投資額に加算す
ることにより行う。（表４－４）
表４－４ 公衆電話の機能のモデルへの反映方法
機能

加算対象設備

① 課金テーブ
ルをＣＳに配
信・管理する機

【①②④】
ＣＳ

能

■ＣＳソフトウェア投資額（局）
＝ ＣＳソフトウェア投資額（全国）×ＣＳ投資額（局）／Σ
ＣＳ投資額（全局）
＋公衆電話ＩＰ機能投資額①②④（全国）×公衆電話

② 課金情報を

回線数（局）／公衆電話回線数（全国）

ＣＳから加入者
回線収容装置

モデルへの反映方法

ＣＳ

に送出する機

【③】
■加入者回線収容装置投資額（局）
＝ 加入者回線収容装置（ユニット部）投資額（局）

能

＋加入者回線収容装置（ソウトウェアユニット部相当）

③ 課金情報を

投資額（局）

加入者回線収

メタル回線：収

容装置から公

容装置

■ＨＧＷ投資額（局） ＝ ＨＧＷ（ユニット）投資額（局）＋

衆端末に送出

光回線：ＨＧＷ

公衆電話ＩＰ機能投資額③（局）

する機能

＋公衆電話ＩＰ機能投資額③（局）

■公衆電話ＩＰ機能投資額③（局）
＝ 公衆電話ＩＰ機能回線当たり単価③×公衆電話回線

④ 課金情報を

数（局）※

集計・管理する

※メタル回線、光回線を別々に計算。

■公衆電話ＩＰ機能回線当たり単価③

機能

＝ 公衆電話ＩＰ機能投資額③（全国）／公衆電話回線
ＣＳ

数（全国）
■公衆電話ＩＰ機能投資額③（全国）
＝ 公衆電話ＩＰ機能投資額③（収容装置）（全国）＋公
衆電話ＩＰ機能投資額③（ＨＧＷ）（全国）

＜局給電の扱い＞
構成員から、加入者回線の選択ロジックによりメタル回線を光回線に置き換えた場
合の光ＩＰみなし電話で具備すべき機能として、一部の電話用設備のみに係る規定で

33

ソフトバンクから、ＩＰ網における公衆電話の機能コスト等の提示があった。
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ある「局給電」の扱いについては留意が必要との意見があった。
事業用電気通信設備規則による局給電機能の規定は、音声サービス別に次のと
おりであり、一部の電話用設備に係る規定ではあるものの共通規定とはなっていな
い。（表４－５）【資料９】
表４－５ 音声サービス別の局給電機能に係る規定
音声サービス
加入電話

局給電機能の

備考

具備規定
第２７条で規定

メタル回線であり、停電時の利用が可能

なし

メタル回線だが、ＩＳＤＮ用端末（ＴＡ）の多くが停

（メタルＩＰ電話）
ＩＳＤＮ

電対応しておらず停電時には利用できない
光ＩＰ電話

なし

光回線であり、停電時には利用できない

これについて、平成２２年１２月の情報通信審議会答申「ブロードバンドサービスが
全国に普及するまでの移行期におけるユニバーサルサービス制度の在り方」ではユ
ニバーサルサービスの観点から、光ＩＰ電話は、携帯電話が利用可能な世帯では停
電時にも携帯電話からの通話が可能であることや、停電時の光ＩＰ電話の利用確保
が必要な場合は端末側で停電対応機器の設置を行う等の対策をとれば一定の利用
が確保できることなどの理由から、ユニバーサルサービスとして許容できる範囲であ
るとの見解が示されている 34。これを踏まえれば、ユニバーサルサービスとしての停
電時の利用確保は必ずしも局給電のみによらず、携帯電話の利用や端末側への停
電対応機器の設置等もオプションとして想定される。
異なる電話用設備の構成について経済比較を行うに当たり、こうした技術的条件
の差異をどのように扱うべきか。あくまでも事業用電気通信設備規則の規定を専らの
基準にするのであれば、電話用設備による技術的条件の差異は所与のものとする考
え方がある。これは、モデルにおいて合理的、一般的な仕様の機器を組み合わせて
ネットワークを構成できるようにするためには担保すべき考え方である。他方で、災害
等緊急時に有効な通信手段の１つである公衆電話には局給電もしくはそれに相当す
る機能が具備されている 35ように、局給電機能は必須ではないがあることが望ましい
34

本答申の考え方に基づき、加入電話に相当する光ＩＰ電話がユニバーサルサービスの対象とし
て追加された。
35
停電時、ディジタル公衆電話（ＩＳＤＮ）の一部機能はバッテリーによって作動（保持時間は 1.5
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機能とも言え、これについて何かしら考慮すべきとの考え方もある。
これらを踏まえ、局給電に関しては、事業用電気通信設備規則の規定によらない
実質的な需要を合理的な方法でコストモデル化できる場合に、当該コストを光ＩＰみな
し電話に加算した上で経済比較等や光回線への置き換えを行うことが適当である。
※ 局給電のコストモデル化については「５．２．３ 加入者回線の選択ロジック」で
記載。

■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
＜局給電の扱い＞
① 光みなし回線収容局における局給電機能は、モバイルバッテリーの活用を検
討する（過去にＮＴＴ東日本・西日本のひかり電話において停電対策の実績あ
り）。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
【主な意見】
＜公衆電話の機能についての考え方＞
○ 公衆電話は従来のアナログインタフェースでなければサービス提供できないとい
うのでは、効率的な設備構成と言えない。ＩＰ対応の公衆電話を新たに開発した場
合のコストを含むトータルコストで比較して合理的な設備構成を選択すべき。（有識
者）
○ ＮＴＴ東日本・西日本の公衆電話は独自実装によるものであり、ＮＣＣが提供して
いないものである。これをモデルの前提とすると、特定の事業者の設備構成に限ら
ず、合理的、一般的な仕様の機器を効率的に組み合わせたものの検討ができない。
（ＫＤＤＩ）
○ 公衆電話の機能など、１つの機能がないから全て採用できないという議論ではな
く、それら機能を付加する場合にどの程度のコストになるのかといったコスト比較で
議論すべき。（ソフトバンク）
○ 公衆電話等の国民生活に不可欠なサービスが提供できないというのは問題。そ
れらサービスをＩＰ網で提供可能とするため、加入者交換機をメタル回線収容装置
として活用するＰＳＴＮモデルと同様の設備構成が効率的。（ＮＴＴ東日本・西日本）

時間程度）。
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＜局給電の扱い＞
○ 光回線だから局給電なしとして、加入者宅の電源が切れた途端に電話がつなが
らないのはいかがなものか。選択ロジックでは、収容局から加入者宅内までをメタ
ル回線か光回線かの二択で考えるべきではない。例えば、メタル回線を光回線で
みなすとしても、引込みはメタル回線、ＯＮＵを宅外に設置、ＯＮＵに災害対策の機
能を持たせるとしたら、どの程度コストがかかるのか等についても検討が必要。（有
識者）
○ 経済比較に当たり、局給電が必須な場合と停電時の利用確保がない場合との比
較がフェアな比較であるかという観点もある。（有識者）
○ 災害緊急時の通信手段として公衆電話を無料通話解放する場合には、課金情報
は不要、ディジタル公衆電話のバッテリーも不要。局給電で通話可能となる。（ＮＴＴ
東日本・西日本）
○ 経済比較における停電対応機器設置の要否について、公衆電話は全回線を対
象、ＩＳＤＮは不要とすることが妥当。加入電話は「加入電話に相当する０ＡＢ～Ｊ－Ｉ
Ｐ電話」における停電対策の実績を参考にできないか。（ＫＤＤＩ）
○ 経済比較では、移行コストや顧客対応コスト、サービス全体のコストを考慮すべき。
（ＮＴＴ東日本・西日本）
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モデルにおける非指定設備の取り扱い
＜県間伝送路＞
現行ＩＰモデルでは、信号網等に係る県間伝送路は他事業者の伝送路を使用する
ことを想定し、設備量算定は行わず通信設備使用料として算定することとしている。
通信設備使用料の算定に必要となる入力値は、実際に事業者が提供し調達可能な
サービスの中から最も低廉な料金を基に設定している。
次期ＬＲＩＣモデルにおける相互接続局とコア局との間の県間伝送路についても、他
事業者の伝送路を使用することが想定されるという点では同様であり、設備量算定
は行わず通信設備使用料として算定する。

■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
＜県間伝送路＞
① ＰＯＩとコア局との間の県間伝送路コストについては、次の理由から詳細モデ
ル化はせず、トラヒック比例の単価を外部から入力値として与える。（ＫＤＤＩ、
ソフトバンク）
• ＮＴＴ東日本・西日本は、実際網において県間伝送路を外部調達しており、
当該調達コストは大口割引等に依存するため。
• 現行ＩＰモデルでも信号網における県間伝送路は、県間サービス事業者の
約款サービス料金を入力値にしてコストを算定しているため。
② ＩＰ網へ移行後の県間設備にはボトルネック性はなく、非指定設備とされている
ことから、モデルの対象外とすべき。（ＮＴＴ東日本・西日本）

42

モデルで考慮すべき音声サービス品質
第七次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、客観的なコストモデル構築の観点から、国が定める
技術基準等に基づきモデルの適否を判断することが適切であるとし、考慮すべき音
声サービス品質については、実際のＰＳＴＮの品質仕様等を基準とするのではなく、
事業用電気通信設備規則においてＰＳＴＮに適用される品質基準と同等として、０ＡＢ
～Ｊ－ＩＰ電話相当としている。
次期ＬＲＩＣモデルにおいては、メタルＩＰ電話及び光ＩＰ電話を収容する一体的な固
定電話網をモデル化の対象とすることを踏まえ、モデルで考慮すべき音声サービス
品質は引き続き０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話相当とすることが適当である。

■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
① 引き続き０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話相当とする（メタル回線及び光回線を想定するに
当たり、品質条件は現行通りで課題が生じないと想定されるため）。（ＫＤＤＩ、
ソフトバンク）
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第５章 モデル見直しの詳細検討

５．１ 加入者回線のモデル化に当たっての考え方
ＩＰ変換の方法
＜光回線におけるＩＰ変換の方法＞
メタル回線以外の加入者回線として光回線をモデル化するに当たり、ＩＰ変換の方
法は大きく分けて「①加入者宅でＩＰ変換」する方法と「②き線点等でＩＰ変換」する方法
の２通りが考えられる。
「①加入者宅でＩＰ変換」する場合の設備構成は、主にＦＴＴＰ（Fiber to the Premises）
であり、建物の種別（戸建て、ビル）や屋内配線の方法によって複数考えられる。
戸建ての場合、一般的には光回線を宅内まで引き込み、屋内に設置するＨＧＷ
でＩＰ変換を行う方法が考えられる。ＮＴＴ東日本・西日本からは、過去に加入者宅
外壁の保安器に HGW や ONU を設置してＩＰ変換する方法について検討を行ったも
のの、
・ 加入電話であればそのまま継続利用可能だが、ＩＳＤＮの場合はアダプタ等の
機器が必要となること
・ 依然として、保安器に HGW 等を設置するための工事は必要となってしまうこと
等の理由から実際に採用するには至っていないとの説明があった。（図５－１）

図５－１ IP 変換の方法（戸建ての場合）
ビルの場合、例えばＮＴＴ東日本・西日本の提供するフレッツ光では、光配線方
式、ＶＤＳＬ方式及びＬＡＮ配線方式の３つがある。（表５－１、図５－２）
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表５－１ IP 変換の方法（ビルの場合）
配線方式
光配線方式

内容
戸建ての場合と同様に、光回線をビル内各戸まで引き込む方法。ＩＰ変換
は室内に設置するＨＧＷで行う。

ＶＤＳＬ方式

光回線をビル内共用スペースまで引き込み、そこから各戸までは既存の
メタル回線を使用する方法。ＩＰ変換はビル内共用スペースのモデムで行
う。建物内に配線された既存の電話回線をそのまま使用できるため、古
いマンション等で用いられる。

ＬＡＮ配線方式

光回線をビル内共用スペースまで引き込み、そこから各戸まではＬＡＮケ
ーブルを使用する方法。ＩＰ変換は室内に設置する VoIP-GW 等の宅内装
置で行う。インターネット接続サービスの契約をマンション等でまとめて行
い建物内で共用する場合に用いられる。

図５－２ IP 変換の方法（ビルの場合）
「②き線点等でＩＰ変換」する場合の設備構成は、主にＦＴＴＣ（Fiber to the Curb）で
あり、例えば路上のキャビネットにＤＳＬＡＭを設置、収容局～路上キャビネット間は光
回線、路上キャビネット～加入者宅間はメタル回線とする構成である。（図５－３）
国内での採用事例はあまり見られないが、英国やドイツではＡＤＳＬよりも高速化が
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可能な方法としてよく用いられている。なお、現行ＩＰモデルでは、き線点において一定
の条件（距離、回線需要、コスト比較に係る条件のいずれか）を満たす場合にき線点
ＲＴによりメタル回線を光化しているが、その際にＩＰ変換は行わない点でＦＴＴＣとは異
なる。

図５－３ IP 変換の方法（き線点等で変換する場合）
この「き線点等でＩＰ変換」する場合の設備構成について、「５．２．２ 相互接続・設
備構成」で新たに採用することとした収容局設置の加入者回線収容装置を路上にも
設置するという提案があったが、次の理由から今回の採用は見送る。
- 屋外設置の実績がなく、屋外設置に必要となる収容ＢＯＸや電源設備に係るコ
スト情報が別途必要であること
- メタル専用線の収容ができないこと
- 現行ＩＰモデルのき線点ＲＴに代えて加入者回線収容装置を設置する場合の設
置基準（回線需要のしきい値の設定等）の整理が必要であること
このことから次期ＬＲＩＣモデルの光回線では、広く一般的に用いられている方法で
あって、より多くの設備選択が期待される①の「加入者宅でＩＰ変換」を採用することと
し、戸建て・ビルともに光回線を宅内（室内）に引き込み、宅内設置のＨＧＷでＩＰ変換
を行うこととする。
なお、②の「き線点等でＩＰ変換」する場合の設備構成（ＦＴＴＣ）は、メタル回線と光
回線（ＦＴＴＨ）の間に位置するものであり、収容局設置の加入者回線収容装置よりも
安価で路上設置可能な収容装置があれば、回線需要や収容局カバーエリアの規模
等の条件によって他の方式よりもコスト優位となる可能性があるところ、引き続きの検
討課題とする。
＜メタル回線におけるＩＰ変換の方法＞
メタル回線の場合は、現行ＩＰモデルと同様に収容局でＩＰ変換を行う。
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■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
① 光回線の場合は、収容局にＬ３ＯＬＴ（Ｌ３機能を具備した光終端装置）、加入
者宅に対向装置としてＯＮＵ及びＴＡを設置し、宅内ＴＡからのアップリンクをＩＰ
化する。（ソフトバンク）
② メタル回線の場合は、現行のとおり（収容局内の音声収容装置においてアップ
リンクをＩＰ化する）。（ソフトバンク）

47

光回線の分岐方法
光回線は、スプリッタによって一芯を分岐させるシェアドアクセス方式を想定する。
（図５－４）分岐数は、局内スプリッタ（４分岐）及び局外スプリッタ（８分岐）の合計３２
分岐とする。局内スプリッタは収容局内、局外スプリッタは小区画の配線点に配置す
る。この配線点は現行ＩＰモデルにおけるメタル回線の配線点と同じとする。光回線の
配線敷設は、現行ＩＰモデルにおけるメタル回線の配線敷設のロジックを準用する。

図５－４ シェアドアクセス方式
＜配線設備等のモデル化＞
配線設備等のモデル化の要否は、ユニバーサルサービスコスト算定方法の考え方
によるところが大きいが、ユニバーサルサービスコスト算定の在り方については別途
検討 36することとしているところ、まずは当該検討に有用なデータの提供を可能とする
ためのモデルを考える。
現行ＩＰモデルのメタル回線では、配線設備やき線設備はモデル化の対象であり必
要な設備量の算定を行うが、宅内設備や引込線設備（ビル引込みの場合を除く。）は
モデル化の対象としていない。【資料１０】
こうした現行ＩＰモデルのメタル回線における考え方を踏まえつつ、次期ＬＲＩＣモデ
ルの光回線におけるモデル化の考え方は次のとおりとする。（表５－２）
表５－２ 次期ＬＲＩＣモデルの光回線におけるモデル化の考え方
設備
宅内設備（ＨＧＷ
及びＯＮＵ）

考え方
光ＩＰ電話ではＩＰ変換機能が宅内設備（ＨＧＷ）にあることを踏まえ、モ
デル化の対象とする。

36

本研究会における主な検討事項「３．次期ＬＲＩＣモデルを用いたユニバーサルサービスコスト算
定の在り方」
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屋内配線及び引
込線

現行ＩＰモデルでは、加入者宅について戸建かビルか個々の区別はな
く、メタル回線における屋内配線も引込線も原則としてモデル化の対象
としていない。ただし、区画内の回線需要が一定以上ある場合には、ビ
ル引込線として設備量の算定をしている。
次期ＬＲＩＣモデルにおいても、加入者宅の個々の区別は想定されない
ことから、光回線における屋内配線及び引込線はモデル化の対象とし
ない。ビル引込みの場合の引込線の設備量算定は、まずは現行ＩＰモデ
ルのメタル回線と同じ小区画の需要数に基づく関数を用いることとし、
今後具体的な提案があれば見直す。その際、ビル内にＬ２スイッチを設
置し一定数に分岐可能とする。

配線設備及びき線

現行ＩＰモデルと同様にモデル化の対象とする。

設備

＜施設設置負担金＞
現行ＩＰモデルにおいて、メタル回線の施設設置負担金はユニバーサルサービス対
象コストの算定に当たり控除 37するとしている。現在、ＮＴＴ東日本・西日本の光回線
により提供する光ＩＰ電話においてこれに相当する負担金はない。このため、次期ＬＲＩ
Ｃモデルでは、メタル回線のみ引き続き施設設置負担金の控除を行うこととし、光回
線での控除は行わない。
＜回線管理運営費＞
ＮＴＴ東日本・西日本は、メタル回線や光回線を接続事業者へ提供するに当たり、
接続事業者が利用する回線の管理及び接続料の請求に係るコスト（回線管理運営
費）について「回線管理機能」として接続料を定めている。現在、この接続料は、メタ
ル回線（ドライカッパ）及び光回線（光ファイバ）ともに実績原価方式により算定したコ
ストをドライカッパ等の接続事業者が利用する回線数で除して算定している。
このようにコスト回収は接続料収入によって行われており、ユニバーサルサービス
コスト算定の必要性が現時点で想定されないこと、現行ＬＲＩＣモデルにおいて回線管
理運営費はモデル化の対象となっていないことから、次期ＬＲＩＣモデルにおいてもモ
デル化の対象としない。

37

第二次ＬＲＩＣモデル検討時、ＮＴＴ東日本・西日本が当年度の施設設置負担金受入額を当年
度に建設した加入者線路設備の価額から控除する圧縮記帳の会計処理を行っていること、ユニ
バーサルサービス対象コストを算定する上でそれを考慮することが適当であることから、施設設置
負担金は控除することで整理した。
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＜光みなし回線のモデル化の対象＞
光みなし回線のモデル化の対象は、光回線の考え方を準用する。ただし、施設設
置負担金の扱いについて、メタル回線を光みなし回線とした場合にも、ＮＴＴ東日本・
西日本における会計処理では依然として施設設置負担金に係る圧縮記帳を行ってお
り、ユニバーサルサービスコスト算定上、これを考慮すべきとする考え方がある。他方
で、光みなし回線のモデル化に当たって用いる入力値は、光回線によるサービス提
供実績に基づく値が想定されるところ、光回線において施設設置負担金に相当する
ものがないことから、ユニバーサルサービスコスト算定上も考慮しないとする考え方も
ある。どの考え方を採用するかは、別途、ユニバーサルサービスコスト算定の在り方
の検討の中で整理することが適当である。

■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
① 分岐数は、局内スプリッタ（４分岐）及び局外スプリッタ（８分岐）の合計３２分岐
とする。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
② 光回線の配線は、現行ＩＰモデルのメタル回線の配線敷設ロジックを適用する。
（ＫＤＤＩ）
③ 局内スプリッタは収容局内、局外スプリッタは小区画の配線点（現行ＩＰモデル
の配線点）に配置する。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
④ ビル引込み回線数の設備量は現行ＩＰモデルと同様、小区画の需要数に基づ
く関数により算定する（構成としては、ビル内に局外スプリッタを設置し、１加入
当たり１分岐でビル内配線することを想定）。（ＫＤＤＩ）
⑤ ビル引込みの場合は、ビル内にＬ２スイッチを設置し分岐させる。（ソフトバンク）
⑥ ビル引込需要は現行モデルと同様に小区画の需要数に基づく関数として数値
化する。具体的な関数はメタル回線の場合と同様とする。（ＫＤＤＩ）
⑦ 光回線と光みなし回線とでＦＴＴＨ回線の共用は考慮しない。（ＫＤＤＩ）
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加入者回線の選択ロジック
メタル回線・光回線の選択は、次の方法による経済比較もしくはそれに相当する比
較により行うこととする。
・ 収容局単位での比較とする。
・ メタル回線と光回線とで比較対象となる設備の範囲をそろえるため、収容局の
加入者回線収容装置から加入者宅の宅内設備までをその範囲とする。
・ 比較は、音声系コストとデータ系コストを合算した按分前コストにより行う。
・ その際、光回線においても、局給電に相当する停電時の利用確保について一
定の考慮をする。
＜選択ロジックの比較対象サービス＞
加入者回線の選択ロジックにおいて比較対象とする音声サービスは、メタルＩＰ電
話（加入電話）、ＩＳＤＮ、公衆電話及び光ＩＰ電話とする。音声サービスの回線数割合
は、各サービスの総回線数比により設定する。
＜選択ロジックの比較対象設備＞
加入者回線の選択ロジックにおける比較対象設備は、メタル回線と光回線の比較
条件をそろえるため、メタル回線及び光回線におけるモデル化の考え方もしくはモデ
ルに相当するコスト情報の有無等を踏まえ次のとおりとする。その他、比較に当たっ
ては原則として「５．３．２ 相互接続・設備構成」等の他の検討項目で整理した次期Ｌ
ＲＩＣモデルにおける採用条件を反映する。（表５－３）
表５－３ 加入者回線の選択ロジックにおける比較対象設備
設備
宅内設備（ＨＧＷ
及びＯＮＵ）
屋内配線及び引
込線

考え方
光ＩＰ電話はＩＰ変換機能が宅内設備（ＨＧＷ）にあり、比較に当たってこ
れを考慮する必要があることから、比較対象設備とする。
現行ＩＰモデルのメタル回線においては、屋内配線及び引込線ともにモ
デル化の対象となっていない。他方、光回線における屋内配線及び引込
線は実績原価方式に基づく接続料が定められているところ、メタル回線
において条件をそろえることが可能な適切なコスト情報が得られる場合
は、選択ロジックに限り比較対象設備とする（この場合、ビル引込は考慮
しない）。ただし、「５．１．２ 光回線の分岐方法」で光回線の配線点はメタ
ル回線の配線点と同じとしていることから、メタル回線と光回線とで引込
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線の距離をそろえる。
配線設備及びき

現行ＩＰモデルでモデル化の対象となっており、比較対象設備とする。

線設備
施設設置負担金

現行ＩＰモデルにおいて、施設設置負担金はユニバーサルサービス対
象コストの算定に当たり控除することとしている。選択ロジックでは、メタ
ル回線と光回線のコスト比較の条件をそろえるに当たり、そもそも施設設
置負担金に係るユニバーサルサービス対象コスト算定上の整理を適用
する必要がないところ、施設設置負担金の控除は行わない。

回線管理運営費

メタル回線及び光回線ともに、現行ＩＰモデルではモデル化の対象とな
っていないが、実績原価方式に基づく接続料が定められているため、こ
れを用いて比較対象とする。ただし、この接続料は、接続に係る管理等コ
ストをドライカッパ等の接続利用回線数で除して算定しているところ、これ
は値の性質として専ら接続に係るものであるため、総回線数のうち接続
利用回線数相当のみを加算 38する。

上記を踏まえ、加入者回線の選択ロジックにおける音声サービス別のモデル化の
対象は次のとおりとする。（表５－４）
表５－４ 加入者回線の選択ロジックにおける音声サービス別のモデル化の対象

宅内設備
（ＩＳＤＮ除く）

メタルＩＰ

光ＩＰみなし

電話等

電話

ＨＧＷ

－

対象

対象

ＯＮＵ

－

対象

対象

停電対応機器

宅内設備
（ＩＳＤＮ）

表５－５に記載

ＴＡ

対象

対象

－

ＤＳＵ／ＯＮＵ

対象

対象

－

停電対応機器
屋内配線

光ＩＰ電話

表５－５に記載
対象

38

対象

対象

メタル回線と光回線の比較条件をそろえることを目的として、この接続料を全ての回線に加算す
ることは適切とは言えない。
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引込線

対象

対象

対象

回線管理運営費

対象

対象

対象

－

対象

対象

対象

対象

対象

対象

－

－

対象

対象

対象

局内スプリッタ

－

対象

対象

ＯＬＴ

－

対象

対象

対象

－

－

局外スプリッタ
配線設備
（光ケーブル、メタルケーブル、電
柱）
き線点ＲＴ
き線設備
（光ケーブル、メタルケーブル、管
路等）

加入者回線収容装置

＜局給電のコストモデル化＞
加入者回線の選択ロジックにおいて、局給電の代替としての停電対応機器につい
ては、事業用電気通信設備規則の規定によらない実質的な需要を合理的な方法でコ
ストモデル化し、当該コストを加算した上で経済比較等及び光ＩＰ電話への置き換えを
行うことが適当である。実質的な需要に基づく停電対応機器の設置対象は次のとお
りとする。（表５－５）
表５－５ 停電対応機器の設置対象
サービス

考え方

メタルＩＰ電話（加

• 加入電話において現に全ユーザを対象に局給電機能を提供している

入電話）

ことだけをもって、それが実質的な需要であるとは言えない。他方で、
停電時、局給電や停電対応機器の設置以外に携帯電話による対応も
想定されることを踏まえれば、加入電話の住宅用区分のうちモバイル
端末非保有世帯相当を停電対応機器の設置対象とみなすことは、合
理的な考え方の一つと言える。
• 停電対応機器の保持時間は、これまでの関連機器の仕様を踏まえ、
待受で３時間程度（7,500mA、3.7V 換算）以上とする。
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ＩＳＤＮ

• ＴＡの多くが停電対応していない点を考慮し、停電対応機器の設置対
象とはしない。
• ただし、ＴＡの停電対応に関する客観的な市場データ等がある場合
は、それを考慮した上で加入電話と同様の扱いとする。

公衆電話

• 災害等緊急時に有効な通信手段の１つという側面があることを考慮
し、第一種公衆電話は全て停電対応機器の設置対象とみなす。停電
対応機器の保持時間は、現行ＩＰモデルで採用されているき線点ＲＴの
それが 10 時間程度であること等を踏まえ、同等程度とする。
• 第二種公衆電話は、ユニバーサルサービスの対象でないこと、需要が
比較的多く見込める場所への設置であり携帯電話等による代替手段
も想定されること等を踏まえ、停電対応機器の設置対象とはしない。
• 特設公衆電話は、そもそも災害時等に備えて避難所等に事前設置す
るものであり、そこでの電源確保が可能であることを想定し、停電対応
機器の設置対象とはしない。

＜選択ロジックで用いる入力値等＞
加入者回線の選択ロジックにおいて、配線設備やき線設備等の現行ＩＰモデルで既
にモデル化している設備の単価等はモデルの入力値を用いる。他方、宅内設備や屋
内配線等の現行ＩＰモデルではモデル化していない設備の単価等は新たに提案を募
り、最も低廉なものを採用する。
モデル入力値のうちケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費は、ＮＴＴ東日本・西日本
の実績値に基づき設定しているが、メタル回線は光回線のおよそ５倍の水準となって
おり、選択ロジックの計算への影響が比較的大きい入力値の１つと言える。（表５－６）
この入力値について構成員から、加入者回線の選択ロジックにおいてメタル回線
から光回線への大幅な置き換えがある場合、それによって施設保全費のメタル回線
と光回線との費用配賦のバランスが変わるとすれば、試算で用いるケーブルの延長
１ｋｍ当たり施設保全費に影響があるのではないかとの指摘があった。
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表５－６ ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費
ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費

回線

（令和２年度接続料算定ベース） 39

メタル回線

１２３，０００ ～ １６１，８３１円

光回線

２４，７３７ ～ ３２，５４６円

その後、ＮＴＴ東日本・西日本から、モデル入力値のケーブル延長１ｋｍ当たり施設
保全費をそのまま適用すると、メタル回線に配賦されている費用のうち、メタル回線
から光回線に置き換わっても依然として必要な費用が計算に反映されなくなり、光回
線へ置き換え後のコストが過少となることから適切でないとの意見があった。
モデル入力値におけるメタル回線と光回線の延長１ｋｍ当たり施設保全費は、ＮＴＴ
東日本・西日本のケーブル等保守費を基にメタル回線と光回線に分計することにより
求められている 40。
ＮＴＴ東日本・西日本のケーブル等保守費は、ケーブル保守費と電柱等保守費で構
成されている。ＮＴＴ東日本・西日本は、ケーブルや電柱等に係る保守費をメタル回線
と光回線とで一括して把握しているところ、接続会計では次のとおり故障修理稼働時
間比等のコストドライバによりメタル回線・光回線それぞれへの費用配賦が行われて
いる。（表５－７）
表５－７ ケーブル保守費のコストドライバ
保守費

（参考）見直し 41前のコストドライバ

コストドライバ

ケーブル
故障修理

故障修理稼働時間比

故障修理件数比

工事の設計・施

設計： ケーブル長比

総芯線長比

工

施工： 総芯線長比

電柱等

契約者数比

架空ケーブル長比

39

都道府県により異なる。
現行ＩＰモデルにおけるケーブルの施設保全費は、延長ｋｍ比例コストと加入者数比例コストを
合算して算定。
41
「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」報告書（平成 25 年５月）を踏まえた費用配賦方
法の見直し。
40
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接続会計における従来の費用配賦方法では、ケーブル保守費と電柱等保守費の
いずれもコストの大半がメタル回線に配賦されていた。その後、電柱等保守費につい
て、メタル回線から光回線への需要移行によりメタル回線の芯線使用率が低下しても
需要減少に応じたケーブル撤去が困難な状況において、メタル回線と光回線の利用
者の間で費用負担にアンバランスが生じることから、これを解消するため費用配賦方
法が見直された。見直し後は、メタル回線と光回線とでおよそ同等のコストが配賦さ
れている 42。これを踏まえると、ケーブル等保守費のうち電柱等保守費については、メ
タル回線が光回線に置き換わってもおよそ変わらないメタル回線・光回線の共通コス
トとみることができる。
ＮＴＴ東日本・西日本からは、
• 選択ロジックには既存のケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費をそのまま用い
るのではなく、メタル回線から光回線への置き換えに応じて変化する単価を用
いるべき。
• その単価は、メタル回線から光回線への置き換えを想定した場合のケーブル等
保守費の変動費と固定費を基に計算すべき。
との提案があった。しかし、この提案は、既存のモデル入力値におけるメタル回線・光
回線への費用配賦の考え方と異なるものであるところ、２つの異なる費用配賦の考え
方が１つのモデルの中で混在することとなるため適切とは言えない。
この考え方の整合を図るため、モデル入力値の延長１ｋｍ当たり施設保全費につ
いては、上記の接続会計における費用配賦方法の見直しやケーブル敷設に係る環
境変化を踏まえ、メタル回線・光回線への費用配賦方法を見直す 43こととし、本見直し
検討の中間報告後に継続検討すべき課題とする。中間報告に当たっては、暫定的に
現行のモデル入力値を選択ロジックに適用する。
上記入力値の他、ＮＴＴ東日本・西日本からはケーブル延長１ｋｍ当たり投資額に
ついての意見があった。通常、光回線を配線する際には、既設の支持線付メタル回
線を支持体にして配線（一束化）しているところ、現行のモデル入力値におけるメタル
回線単価には支持線相当コストが含まれているが光回線単価には含まれていない、
そのため支持線相当コストを光回線単価に加算する必要があるというものである。
（図５－５、表５－８）

42

ケーブル保守費は、費用配賦方法の見直しはあったものの、依然としてコストの大半がメタル回
線に配賦されている。
43
ケーブル等保守費のうち電柱等保守費は、メタル回線が光回線に置き換わってもおよそ変わら
ないメタル回線・光回線の共通コストとし、メタル回線・光回線へ配賦する費用から除く方法等が
考えられる。
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これについても入力値に係る考え方の整合を図る必要があるため、モデル入力値
のケーブル延長１ｋｍ当たり投資額（メタル回線単価、光回線単価）の設定方法を見
直す 44こととし、中間報告後に継続検討すべき課題とする。中間報告に当たっては、
暫定的に現行の光回線単価に支持線相当コストを加算して選択ロジックに適用する。
ただし、この支持線相当コスト加算後の光回線単価は次の理由から過大となる可能
性が高い点に留意する必要がある。
• 光回線単価に加算するものとして提案のあった支持線相当コストは、メタル回
線単価における支持線相当コスト（一体的に敷設）と同額でないこと。
• 光回線は一般的に複数のケーブルを一束化して配線するため、支持線相当コ
ストを支持線当たりの平均ケーブル本数で除する等の補正が必要であること。
• 光回線単価へ加算する場合は光ケーブルの経済的耐用年数が適用されるた
め、メタル回線の場合よりも減価償却費が割高となること。

図５－５ 一束化のイメージ
表５－８ 現行ＩＰモデルにおける入力値（ケーブル延長１ｋｍ当たり投資額）
ケーブル延長１ｋｍ当たり投資額

支持線相当コスト

メタル回線

含まれている

光回線

含まれていない

＜ベンチマーク＞
モデル簡素化の観点からは、モデルの中で収容局ごとに経済比較の計算を都度行
うのではなく、モデルの外での試算結果に基づきベンチマークを設定し、これを用い
てモデルの中で光回線への置き換え判断を行う方法の採用が望ましいと言える。次
期ＬＲＩＣモデルでは、光回線でサービス提供可能な設備構成を新たにモデル化する
ところ、加入者回線の選択ロジックによりどのような場合に光回線への置き換えを行
うのか見通しをよくするという観点からもベンチマークを設定することとする。

44

ケーブル延長１ｋｍ当たり投資額のうち支持線相当コストは、メタル回線が光回線に置き換わっ
てもおよそ変わらないメタル回線・光回線の共通コストとし、回線単価から切り離す方法等が考え
られる。
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ベンチマークの指標には、収容局における光地域ＩＰサービス需要の有無や回線需
要の規模（収容回線数、需要密度）などが考えられる。ベンチマーク設定のための試
算では、まず収容局における光地域ＩＰサービス需要の有無に着目し、次のとおり比
較オプションを設定する。（図５－６）
なお、ＮＴＴ東日本・西日本から、光回線をメタル回線に置き換えるオプションも設定
すべきとの意見があったが、選択ロジックにおける比較は、音声系コストとデータ系コ
ストを合算した按分前コストにより行うところ、メタル回線による光地域ＩＰデータサービ
スの提供は想定されないため当該オプションの設定は行わない。

図５－６ 光地域ＩＰサービス需要の有無による比較オプション
ベンチマーク設定のための試算では、一つの収容局における収容エリア面積（例
２５ｋｍ２）及び収容回線数（例 ３０千回線）をパラメータとし、置き換え「あり」と「なし」
についてコスト比較 45を行う。
ＮＴＴ東日本・西日本からは、試算の条件について次の意見があった。
• き線設備： メッシュ中央にき線点を設定しているところ、ケーブル設備量が過
大 46となるため、現行ＬＲＩＣモデルと同じメッシュ境界線上に設定すべき。
• 需要分布： ８分割エリアにおける８区画のうち４区画に配線点を配置していると
45

試算では、主要費目として減価償却費及び施設保全費により評価。
概してケーブルのコストウェイトが大きくなると、設備単価の高いメタル回線の方が光回線よりも
高コストとなりやすい。

46
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ころ、ケーブル設備量が過大となるため、現行ＬＲＩＣモデルにおける需要分布
データを踏まえて配線点（需要分布率２３％、８区画のうち２区画）を配置すべき。
また、配線パターンは１種類ではなく６種類（計２８パターン）を加重平均して適
用すべき。
三菱総合研究所からは、き線設備の条件設定は選択ロジックの試算における簡略
化の１つであり、き線設備の簡略化によって設備量は増加するが逆に設備量が減少
する簡略化（４次メッシュを考慮しない、需要なし・道路なしメッシュを考慮しない等）も
行っているため、ＮＴＴ東日本・西日本意見のみを反映することはバランスの観点から
適切でないとの意見があった。（図５－７）

図５－７ 試算条件（き線設備） 47
また、需要分布について三菱総合研究所からは、試算においてメッシュ需要が一
定数を下回る場合に配線設備量を縮小する仕組みを既に導入済みであること、実際
のモデル（３次メッシュだけでなく４次メッシュを含む）の需要分布率は２３％よりも大き
くなることから、ＮＴＴ東日本・西日本意見を重ねて反映する必要はないとの意見があ
った。（図５－８）
ＮＴＴ東日本・西日本の上記意見については、試算条件として不適切と言えるもの
ではなく、また、他の条件も合わせて考えた場合にメタル回線・光回線のどちらかに
偏った条件とも言えないことから、選択ロジックの試算への反映は見送る。なお、需要
分布の配線点パターンの適用方法について見直す必要があるという場合には、ＮＴＴ
東日本・西日本から、それが試算に与える影響について具体的な提示がなされる必
要がある。

47

図は収容エリア面積２５ｋｍ２の場合。
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図５－８ 試算条件（需要分布）
現行ＩＰモデルの走行結果に基づく収容局の収容エリア面積分布をみると最頻値１
７ｋｍ２ 、中央値２０ｋｍ２、平均値２４ｋｍ２となる。これを踏まえつつ、試算では収容エ
リア面積９ｋｍ２、１７ｋｍ２、２５ｋｍ２、３７ｋｍ２の４パターン 48について、収容回線数によ
る置き換えのしきい値を計算した。結果は次のとおり。（表５－９、図５－９）
表５－９ 収容回線数による置き換えのしきい値
収容エリア

光地域ＩＰサービス需要ありのしきい

光地域ＩＰサービス需要なしのしきい

面積

値（収容回線数）

値（収容回線数）

９ｋｍ２

２０千回線以下は光回線へ置き換え

５千回線以下は光回線へ置き換え

１７ｋｍ２

４４千回線以下は光回線へ置き換え

１０千回線以下は光回線へ置き換え

２５ｋｍ２

６６千回線以下は光回線へ置き換え

１４千回線以下は光回線へ置き換え

３７ｋｍ２

９３千回線以下は光回線へ置き換え

２０千回線以下は光回線へ置き換え

48

試算における収容エリア面積はメッシュ配置の都合から、９（＝３×３）ｋｍ２、１７（＝４×４＋１）ｋ
ｍ２、２５（＝５×５）ｋｍ２、３７（＝６×６＋１）ｋｍ２で設定。
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図５－９ 現行ＩＰモデルの走行結果に基づく収容局の収容エリア面積分布
検証の結果、置き換えのしきい値は収容エリア面積におよそ比例することが確認さ
れた。現行ＩＰモデルの走行結果に基づく局別の収容エリア面積分布は、収容エリア
面積が大きい右側に裾野が広く伸びる形状となっているところ、特定の収容エリア面
積におけるしきい値を全ての収容局に適用することは適切とは言い切れない。そこで、
しきい値に対する収容エリア面積の影響をなくすため、光回線へ置き換えのしきい値
には収容回線数に代えて需要密度を用いることとする。需要密度を用いたしきい値
は次のとおり。
現行ＩＰモデルの走行結果に基づく収容局の需要密度分布（メタル回線）に照らして
みると、光地域ＩＰサービス需要ありの場合は該当収容局のうち９４％が置き換え、光
地域ＩＰサービス需要なしの場合は該当収容局のうち９９％が置き換えとなり、光地域Ｉ
Ｐサービス需要の有無にかかわらず大方の収容局において光回線へ置き換えた方
がコスト優位となることが確認された。（表５－１０、図５－１０）
表５－１０ 需要密度による置き換えのしきい値
収容局
光地域ＩＰサービス需要ありの収容局

光地域ＩＰサービス需要なしの収容局

しきい値（需要密度）
２，５５０回線／ｋｍ ２以下は光回線へ置き換え （該
当局の９４％が置き換え）
５４０回線／ｋｍ２以下は光回線へ置き換え （該当局
の９９％が置き換え）
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図５－１０ 現行ＩＰモデルの走行結果に基づく収容局の需要密度分布（メタル回線）
しきい値の変化による置き換えへの影響（感度分析）として、しきい値を上記の値
（ベース）から±８０％変化させた場合のそれぞれの置き換え比率は次のとおり。光地
域ＩＰサービス需要ありの場合は、しきい値をベースから６０％減とした場合に置き換
え比率への影響は１０ポイント程度、８０％減とした場合は２０ポイント程度であった。
また、光地域ＩＰサービス需要なしの場合は、しきい値をベースから６０％減とした場合
に置き換え比率への影響は１ポイント程度、８０％減とした場合においても５ポイント
程度であった。（表５－１１）
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表５－１１ しきい値の変化による置き換えへの影響（感度分析）
しきい値の変化率

光回線への置き換え比率
光地域ＩＰサービス需要あり

光地域ＩＰサービス需要なし

－８０％

７５％

９５％

－６０％

８５％

９８％

－４０％

９０％

９９％

－２０％

９２％

９９％

０％

９４％

９９％

２０％

９５％

１００％

４０％

９６％

１００％

６０％

９７％

１００％

８０％

９７％

１００％

継続検討とした入力値のうちケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費の見直しについ
て一定の仮定 49のもとにしきい値へ反映すると、光地域ＩＰサービス需要ありの場合は
１，９７０回線／ｋｍ２以下（ベースの２３％減）、光地域ＩＰサービス需要なしの場合は２
４０回線／ｋｍ２以下（ベースの５６％減）となる。上記の感度分析に照らしてみると置
き換えへの影響はいずれも１～２ポイント程度であることが想定される 50。
以上を踏まえ、加入者回線の選択ロジックにおけるベンチマークは、光地域ＩＰサー
ビス需要ありの収容局はメタル回線及び光回線の合計が２，５５０回線／ｋｍ２以下で
置き換え、光地域ＩＰサービス需要なしの収容局はメタル回線が５４０回線／ｋｍ２以下
で置き換えとする。ただし、このしきい値は中間報告に当たっての暫定値とし、中間報
告後に延長１ｋｍ当たり施設保全費等のモデル入力値の考え方の見直しを行った上
で、値を確定させることとする。
なお、この選択ロジックにおける試算は、ＬＲＩＣモデルにおける入力値等条件のも
とに行ったものであり、また、置き換え先となるメタル回線以外の加入者回線による設
備構成は具体的な提案のあったもの（光回線による設備構成）に限られるため、この
試算結果をもって、特定の事業者のネットワークの在り方を示すものではない。

49

ケーブル等保守費のうち電柱等保守費について、メタル回線が光回線に置き換わっても変わら
ないメタル回線・光回線の共通コストとし、メタル回線・光回線へ配賦する費用から除くと仮定。
50
ＮＴＴ東日本・西日本による選択ロジックの試算条件への意見のうちき線設備に係るものは継続
検討の対象としていないが、仮にこれをしきい値へ追加的に反映すると、概算で光地域ＩＰサービ
ス需要ありの場合は１，８６０回線／ｋｍ２以下（ベースの２７％減）、光地域ＩＰサービス需要なしの
場合は１９０回線／ｋｍ２以下（ベースの６５％減）となる。
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■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
① メタル回線・光回線の選択は、収容局単位の経済比較により行う。（ＫＤＤＩ、ソ
フトバンク）
② 経済比較の前提条件として、メタル回線と光回線とで設備範囲が概ね同等と
なるように条件を揃える（中継設備、配線、宅内）。（ＫＤＤＩ）
③ 経済比較は、音声系コストとデータ系コストを合算したトータルコストで評価。
（ソフトバンク）
＜選択ロジックの比較対象設備＞
① 宅内設備はＯＮＵ、ＨＧＷ及び停電対応機器とする。ただし、ＩＳＤＮの宅内設
備（ＤＳＵ／ＯＮＵ、ＴＡ）は、メタル回線と光回線とで同等とみなし考慮しない。
（ＫＤＤＩ）
② 宅内設備の経済的耐用年数は、法定耐用年数（６年） 51を採用する。（ＫＤＤＩ）
③ 引込線（ビル引込みを除く。）及び屋内配線は、メタル回線と光回線とで同等と
みなし考慮しない。（ＫＤＤＩ）
＜局給電のコストモデル化＞
（加入電話）
① 現在、加入電話で全ユーザに局給電機能を提供しているため、停電対応機器
の設置対象は全ユーザとする。（ＮＴＴ東日本・西日本）
② 住宅用はモバイル非保有世帯のみに限り設置対象とする（緊急時の通信手
段確保の観点から）。事務用は設置対象外とする（法人向け通話用途が主で
あり、個人の安否確認等の連絡用ではないため）。（ＫＤＤＩ）
（ＩＳＤＮ）
① 加入電話と同様、停電対応機器の設置対象は全ユーザとする（DSU の中には
局給電にて通信を可能としている機種も存在するため）。（ＮＴＴ東日本・西日
本）
② 停電対応機器の設置対象外とする（現実の網においても、ＴＡは局給電で電
力が供給されておらず停電時は通話不可なため）。（ＫＤＤＩ）
（公衆電話）
① 街頭公衆電話だけでなく特設公衆電話についても、ＶＧ及びその電源確保を
行う。（ＮＴＴ東日本・西日本）
② 「第一種公衆電話機」は、電気通信事業法施行規則により設置が義務付けら
れており、災害時無料電話や緊急時の通信手段として社会的に重要と考えら
51

事務機器及び通信機器／電話設備その他の通信機器／デジタル構内交換設備及びデジタル
ボタン電話設備
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れるため、停電対応機器の設置対象とする。（ＫＤＤＩ）
③ ユニバーサルサービスである第一種公衆電話を設置対象とする（第二種公衆
電話については携帯電話等の代替手段も見込まれる可能性が高いため設置
対象外）。（ソフトバンク）
【主な意見】
＜選択ロジックの比較対象設備＞
○ これまでのモデル見直し検討のように特定可能なコストは全て算入する方法だと
モデルが複雑となる。今回のモデル見直し検討において追加した簡略化の観点も
踏まえれば、正確性と簡便性のバランスで判断すべき。（三菱総合研究所）
○ 例えば引込線はメタル回線と光回線とでユーザ料金が異なる。簡易化も否定しな
いが、重要性の観点からは、まず入れるべきものを全て入れた上で不要と分かっ
たものを外すべき。（ＮＴＴ東日本・西日本）
＜局給電のコストモデル化＞
○ メタル回線では局給電を前提にサービス提供しているため、機器が局給電に対
応しているかどうかユーザは意識していない可能性が多分にある。（ＮＴＴ東日本・
西日本）
○ 局給電のみでは使用できない機器もある。実態を踏まえ、現在どのような場合に
局給電が活用されており、どの範囲をカバーする必要があるのかという観点で、現
実的な着地点を検討すべき。（ＫＤＤＩ）
○ 極論すると局給電の実質的な需要は分かりかねる。局給電は、ユーザとの間で
約束したサービススペックであり、提供しないことは不可能。局給電は必須要件で
あり、ＬＲＩＣモデルにおいて効率化を図るべきものなのか疑問。（ＮＴＴ東日本・西日
本）
○ 特設公衆電話は、災害時等に備えて事前設置するもの。よって、特設公衆電話
を設置する避難所等に電源がなく、停電時に局給電がないと特設公衆電話を使用
できないといった運用は考え難い。特設公衆電話と第一種公衆電話とでは扱いを
分けるべき。（ＫＤＤＩ）
＜選択ロジックで用いる入力値等＞
○ 加入者回線の選択ロジックにおいてメタル回線から光回線への大幅な置き換え
がある場合、それによって施設保全費のメタル回線と光回線との費用配賦のバラ
ンスが変わるとすれば、試算で用いるケーブルの延長１ｋｍ当たり施設保全費に影
響があるのではないか。（有識者）
○ モデル入力値のケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費をそのまま選択ロジックの
試算に適用すると、メタル回線に配賦されている費用のうち、メタル回線から光回
線に置き換わっても依然として必要な費用が計算に反映されなくなり、光回線へ置
き換え後のコストが過少となることから適切でない。接続会計の保全費を基にメタ
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ル回線を全て光回線に置き換えた場合の変動費・固定費を考慮した値を用いるべ
き。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ モデル検討の過去経緯として、ケーブルの施設保全費には既に延長ｋｍ比例コ
ストの他、加入者数比例コストや都道府県当たりの固定費も想定されている。ケー
ブル延長１ｋｍ当たり施設保全費の話は、モデルの問題というよりは、入力値にど
のような値を設定するかの問題。（三菱総合研究所）
○ 選択ロジックの試算に用いる架空光ケーブルの投資単価については、支持線と
するつり線に係る投資額も見込むべき。（ＮＴＴ東日本・西日本）
＜ベンチマーク（ベンチマークの設定）＞
○ コスト算定モデルなので簡便性以上に正確性を重視すべき。（ＮＴＴ東日本・西日
本）
○ ベンチマークの採用は、どのような場合にアクセス回線としてメタル回線が選択さ
れるのか、あるいは光回線が選択されるのか、見通しをよくするというメリットもある。
選択ロジックをモデルに組み込む場合、正確性は増すがブラックボックスとなってし
まう。（ＫＤＤＩ）
＜ベンチマーク（比較オプション）＞
○ 選択ロジックの試算は、各収容局における光地域ＩＰサービス需要の有無によら
ず、 まずは（光ＩＰ電話を含まない）固定電話のみを対象に「オールメタル」と「オー
ル光」の２パターンの比較を行うべき。光ＩＰ電話を回線需要に含む場合においても、
光ＩＰ電話をメタル回線で提供することを想定し、「オールメタル」、「光＋メタル」、
「オール光」の３パターンの比較を行うべき。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ 音声系サービスとデータ系サービスによるトータルコストでの効率化を志向すると
しても、それによって音声系コストが非効率的になることは認めるべきでない。その
ため、光ＩＰ電話を回線需要として見込まないパターンにおいて、固定電話のみによ
る音声系コストのみの比較評価も行うべき。（NTT 東日本・西日本）
＜ベンチマーク（試算の条件）＞
○ 選択ロジックの試算では、メッシュ中央にき線点を設定しているところ、ケーブル
設備量が過大となるため、現行ＬＲＩＣモデルと同じメッシュ境界線上に設定すべき。
（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ ８分割エリアにおける８区画のうち４区画に配線点を配置しているところ、ケーブ
ル設備量が過大となるため、現行ＬＲＩＣモデルにおける需要分布データを踏まえて
配線点（需要分布率２３％、８区画のうち２区画）を配置すべき。また、配線パターン
は１種類ではなく６種類（計２８パターン）を加重平均して適用すべき。（ＮＴＴ東日
本・西日本）
○ メタル回線と光回線の構成比がしきい値に影響を与えることが簡易な検証により
確認できた。加入者回線の選択に用いるベンチマークについては、ベンチマークの
採用可否や具体的な指標、しきい値の水準も含め、引き続き検討すべき。（ＮＴＴ東
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日本・西日本）
＜ベンチマーク（継続検討）＞
○ 選択ロジックで用いる入力値の考え方の見直しによってしきい値が影響を受ける
ことを考えると、しきい値を暫定値とするかどうかは、光地域ＩＰサービス需要「あり」
と「なし」とで条件をそろえた方がよいのではないか。（有識者）
○ 継続検討によりしきい値を暫定値とする場合、その継続検討の対象は明確にして
限定的なものとすべき。（有識者）
○ 感度分析において入力値の見直しによる影響が小さければ、それを確認した段
階でしきい値を確定するという考え方もあり得る。（有識者）
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５．２ ネットワーク構成についての考え方
ネットワーク構成
ネットワーク構成は次のとおり、収容局、コア局及び相互接続局による構成とする。
・ 収容局は現行ＩＰモデルと同様、全国７，１５６箇所に設置。
・ コア局は現行ＩＰモデルと同様、全国１００箇所（各都道府県２箇所程度）に設置。
・ 相互接続局はメタルＩＰ電話のＰＯＩビルと同様、東京・大阪の２箇所に設置。
・ モデルにおける局舎位置は、引き続きスコーチド・ノードの仮定を採用。
＜収容局のコア局への帰属方法＞
収容局は２つのコア局に帰属し、中継区域（以下「ＺＡ」という。）内のコア局間はコ
ア局間渡り伝送路で接続する。
＜コア局の相互接続局への帰属方法＞
コア局は東京・大阪の２つの相互接続局に帰属し、相互接続局間は相互接続局間
渡り伝送路で接続する。（図５－１１）

図５－１１ ネットワーク設備構成イメージ

■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
① 収容局、コア局及び相互接続局による構成とする。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
② 選択ロジックにおいて、メタル回線と光回線とは同じ条件で比較することが望
ましい。そのため、収容局の設置場所は、加入者回線の種類によらず同じとし、
スコーチド・ノードの仮定を採用する。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
③ 公衆電話や緊急通報等の提供を可能とするため、収容局以下はＰＳＴＮモデ
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ルの設備構成を採用する。（ＮＴＴ東日本・西日本）
④ 相互接続点は実際網で接続が予定されているＩＰ－ＰＯＩビル（東京、大阪）とす
る。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
＜コア局の相互接続局への帰属方法＞
① コア局は東京・大阪２箇所の相互接続局に帰属し、それぞれ接続する。ただし、
各コア局の制御に係る負荷は２つの相互接続局で分散させる（５０％ずつでの
運用を想定）こととし、相互接続局間は相互接続局渡り伝送路で接続する。
（ＫＤＤＩ）
② コア局～相互接続局間の県間網は音声系トラヒックのみ疎通する（データ系ト
ラヒックは県間網を疎通するとは限らないためモデル化しない）。（ＫＤＤＩ）
＜収容局のコア局への帰属方法＞
① 収容局は２つのコア局に帰属し、それぞれ接続する。（ＫＤＤＩ）
② 各コア局に設置するＣＳは、当該コア局に収容されるメタルＩＰ電話等、光ＩＰみ
なし電話及び光ＩＰ電話を同一のＣＳで制御する（設備共用）。（ＫＤＤＩ）
【主な意見】
○ メタルＩＰ電話におけるメタル回線収容装置（加入者交換機）以下の設備構成は、
公衆電話や緊急通報を提供する必要があるために既存のままとしている。（ＮＴＴ
東日本・西日本）
○ 新規調達できないメタル回線収容装置を採用するモデルはサステナブルと言える
のか。ＩＰ網へ移行を進める実網の設備構成として否定はしないが、モデルは将来
的にどうあるべきかという観点から検討すべき。（有識者）
○ メタルＩＰ電話は、償却済みの設備が多くあり、それを使うことで安価にサービス提
供できるという経営判断と推測。実際費用に係る関連データをご提示いただきたい。
（有識者）
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相互接続・設備構成
＜相互接続の方式＞
相互接続は東京・大阪２箇所の相互接続局で行い、相互接続方式はＩＰ／ＳＩＰ方式
とする。
＜収容局の設備構成＞
収容局には、メタルＩＰ電話及びＩＳＤＮの回線を収容する加入者回線収容装置 52、
音声収容ルータ、Ｌ２ＳＷ、局内スプリッタ、ＯＬＴ 53及び共用収容ルータ等を設置する。
（図５－１２）
各設備の機能要件及び設備量算定に当たっての考え方は次のとおりとする。（表５
－１２）
表５－１２ 各設備の機能要件及び設備量算定に当たっての考え方
設備量算定に当たっての

設備

機能要件

加入者回線収

• メタル回線（アナログ回線及びＩＳ

容装置

考え方
• 収容回線数等を考慮する。

ＤＮ回線）を収容しＩＰ変換
• 各設備とは 100MbEIF で接続

音声収容ルー
タ

• 光地域ＩＰ需要がない場合又はコ
ア局までの経路途中に離島設備

• 処理能力及びインタフェース数を
考慮する。

（無線設備又は衛星通信設備）が

• 処理能力は、一定の余裕を確保

ある場合に設置し、各収容装置か

した上で最繁時トラヒックを処理

らのトラヒックを集線

可能なものとする。

• 収容局に設置する各設備に接続
しＩＰパケットを転送
• 各設備とは１ＧｂＥＩＦ及び

52

現行ＩＰモデルでは、アナログ回線を収容する装置として音声収容装置を、ＩＳＤＮ回線を収容す
る装置としてＩＳＤＮ収容交換機を収容局に設置することとしている。今回の見直し検討では、ＮＴ
Ｔ東日本・西日本及びソフトバンクから新たな装置の提案があった。現行ＩＰモデルで採用してい
る２つの加入者回線収容装置を含め比較を行い、経済効率性の観点からソフトバンク提案を採
用。
53
現行ＩＰモデルでは、光地域ＩＰ需要は設備共用を見込むためのサービスであり、専ら光地域ＩＰ
需要に係る設備である光地域ＩＰ収容装置そのものの設備量は算定していないため、具体的な装
置は考慮していない。今回の見直し検討では新たに、ＫＤＤＩ及びソフトバンクから該当装置の提
案があった。これらについて比較を行い、経済効率性の観点からＫＤＤＩ提案を採用。
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100MbEIF で接続

加入者回線収

• 加入者回線収容装置が３台以上

容装置用Ｌ２

ある場合にこれらを集約し収容ル

ＳＷ

ータに接続

考慮する。
• 処理能力は、一定の余裕を確保

• 各 設 備 と は １ GbEIF 及 び
100MbEIF で接続
局内スプリッタ

• 処理能力及びインタフェース数を

した上で最繁時トラヒックを処理
可能なものとする。

• ４分岐

• 実装数を考慮する。

• 光回線を終端

• インタフェース数等を考慮する。

※
ＯＬＴ ※

• 各設備とは１ＧｂＥＩＦで接続
共用収容ルー
タ

• 音声収容ルータを設置しない収
容局に設置。各収容装置からのト
ラヒックを集線し、音声パケットを
優先制御

• 処理能力及びインタフェース数等
を考慮する。
• 処理能力は、一定の余裕を確保
した上で最繁時トラヒックを処理

• 収容局に設置する各設備に接続

可能なものとする。

しＩＰパケットを転送
• 各設備とは１０ＧｂＥＩＦ及び１ＧｂＥＩ
Ｆで接続
※ 次期ＬＲＩＣモデルにおいて新たに追加する設備

＜コア局の設備構成＞
コア局にはＣＳ及び共用コアルータ等を設置する。（図５－１３）
各設備の機能要件及び設備量算定に当たっての考え方は次のとおりとする。（表５
－１３）
表５－１３ 各設備の機能要件及び設備量算定に当たっての考え方
設備
CS

設備量算定に当たっての

機能要件

考え方

• メタルＩＰ電話や光ＩＰ電話の音声

• 処理能力（一定の余裕を確保した

呼を制御（着信番号をもとにルー

上で制御可能な回線数）を考慮す

ティング先の設備を判定する等）

る。

• 同時接続数制限機能を有し、共
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• 呼の制御は、ＺＡ内の回線需要を

用コアルータへ流入するトラヒック

当該区域内のコア局数で等分し

を制限

て行うため、収容回線数も等分す
る。

共用コアルー
タ

• 網内呼（ＺＡ内）の折返し、網内呼
（ＺＡ間）、接続呼を処理

• 処理能力及びインタフェース数等
を考慮する。

• コア局に設置する各設備にＩＰパ
ケットを転送

• 処理能力は、一定の余裕を確保
した上で最繁時トラヒックを処理

• 各設備とは１０ＧｂＥＩＦで接続

可能なものとする。

＜収容局～コア局間、コア局間の伝送＞
収容局～コア局間及びコア局間の伝送の考え方は現行ＩＰモデルと同様、次のとお
りとする。
• 収容局～コア局間の伝送は、収容局に共用収容ルータが設置されている場合
はＣＷＤＭにより行い、それ以外の場合はＰＴＮにより行う。
• ＺＡ内のコア局間は、ＣＷＤＭの場合は帰属する収容局の全ての音声トラヒック
と、データ系の１／２のトラヒックを同じ方法により伝送する。
各設備の機能要件及び設備量算定に当たっての考え方は現行ＩＰモデルと同様、
次のとおりとする。（表５－１４）
表５－１４ 各設備の機能要件及び設備量算定に当たっての考え方
設備
伝送装置
（ＣＷＤＭ）

設備量算定に当たっての

機能要件

考え方

• Ｐ２Ｐ方式で伝送。伝送容量は１０

• インタフェース数等を考慮する。

Ｇの波長を複数重畳（１０Ｇ×Ｎ波
長）
• 低速側は１０ＧｂＥＩＦとＳＴＭ－１ＩＦ
で接続

伝送装置
（ＰＴＮ）

• リングを構成。伝送容量は１０Ｇ

• インタフェース数等を考慮する。

及び２．４Ｇの２種類
• 低速側は１ＧｂＥＩＦとＳＴＭ－１ＩＦ
で接続（混在ボードを装備）

＜相互接続局の設備構成＞
相互接続局はコア局と兼用とする。
相互接続局にはコア局に設置する設備（ＣＳ、共用コアルータ等）の他、ＳＢＣ、ＥＮ
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ＵＭサーバ及びＤＮＳサーバ等を設置する。（図５－１３）
各設備の機能要件及び設備量算定に当たっての考え方は次のとおりとする。（表５
－１５）
表５－１５ 各設備の機能要件及び設備量算定に当たっての考え方
設備量算定に当たっての

設備

機能要件

ＧＷルータ

• 網内呼（ＺＡ間）の折返し及び接続

※

考え方

呼を処理

を考慮する。

• 相互接続局に設置する各設備にＩ
Ｐパケットを転送

• 処理能力は、一定の余裕を確保
した上で最繁時トラヒックを処理

• 各設備とは１０ＧｂＥＩＦで接続
ＳＢＣ ※

• 処理能力及びインタフェース数等

• 網内・外で信号を変換

可能なものとする。
• 処理能力等を考慮する。

• 複数サーバで構成される場合はＬ
２ＳＷにより集約してＧＷルータへ
接続
ＥＮＵＭサー

• 電話番号をドメインへ変換

バ ※

• 複数サーバで構成される場合はＬ

• 処理能力等を考慮する。

２ＳＷにより集約してＧＷルータへ
接続
ＤＮＳサーバ

• ドメインをＩＰアドレスへ変換

※

• 複数サーバで構成される場合はＬ

• 処理能力等を考慮する。

２ＳＷにより集約してＧＷルータへ
接続
相互接続局Ｌ
２ＳＷ ※

• 相互接続事業者設備および GW

• インタフェース数等を考慮する。

ルータを接続
• 各設備とは１０ＧｂＥＩＦ及び１ＧｂＩＦ
で接続
※ 次期ＬＲＩＣモデルにおいて新たに追加する設備

＜コア局～相互接続局間、相互接続局間の伝送＞
コア局～相互接続局間及び相互接続局間渡りの伝送路は県間伝送路であり、設
備量は算定しない。県間伝送路に係るコストは、帯域単価（東西の実網における加重
平均）に帯域需要（音声系トラヒック）を乗じた通信設備使用料により算定する。
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図５－１２ 収容局の設備構成

図５－１３ コア局及び相互接続局の設備構成
＜緊急通報設備（光ＩＰ回線接続方式）のモデル化＞
現在、緊急通報設備としては専用線接続方式及びＩＳＤＮ接続方式の２方式がある
が、今後、緊急通報を光ＩＰ回線により行う「光ＩＰ回線接続方式」への更改が順次進む
ことが想定される。これを踏まえ、次期ＬＲＩＣモデルでは、現行ＩＰモデルにおける２つ
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の方式（専用線接続方式、ＩＳＤＮ接続方式）に光ＩＰ回線接続方式を加えた３つの方
式を採用する。【資料１１】
光ＩＰ回線接続方式に関し、ＮＴＴ東日本・西日本から、実網のＣＳ群に具備する機
能として次の機能が提示された。
① 裏番号直接ダイヤル規制： 緊急通報呼表示のある呼だけを接続する機能（直
接ダイヤルの規制）
② 発信者 ID 提供システム： 非通知発信の発信者 ID を強制取得する機能、及び
受付台の要求に応じて当該ＩＤを提供する機能
③ 回線監視システム： 緊急通報回線に異常がないか監視する機能
④ 一括転送機能： 災害等で２経路ともに接続が出来なくなった場合、他の受理
機関に電話を転送する機能
⑤ つながりやすくなる５機能： 1XY 変換・通知機能、転送解除機能、着信拒否解
除機能、第三者発着信制限機能、災害輻輳時優先接続機能
これら機能のうち現行ＩＰモデルで具備されておらず、追加的にモデル化の必要が
あると考えられる「①裏番号直接ダイヤル規制」については、ソフトウェア費用を「ＣＳ
ソフトウェア投資額（全国）」に加算 54する。（表５－１６）
表５－１６ 実網のＣＳ群に具備する機能
機能
①裏番号直接ダイ

現行ＩＰモデル

追加的なモデル

（ＣＳ）での実装

化の要否

なし

あり

ヤル規制

備考
• ソフトウェア費用を「ＣＳ
ソ フ ト ウ ェア 投 資 額 （ 全
国）」に加算

②発信者 ＩＤ提供シ

あり

なし

ステム

• 発信者ＩＤ検索に必要な
ＷＥＢサーバは位置情報
通知サーバと共用すると
想定

③回線監視システム

なし

なし

• 監視機能として整理し、
具体的なモデル化の対
象とはしない

54

ＫＤＤＩから、「裏番号ダイヤル接続規制」機能に係るコストについて、実装上の類似機能（転送
解除機能及び着信拒否解除機能）から推計したソフトウェア費用の提示があった。
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④一括転送機能

あり

なし

• 事前に設定した転送先
への転送を有効化する
機能として実装

⑤つながりやすくな
る５機能
１ＸＷ変換・通知

あり

なし

機能

• 回線毎にホワイトリスト
で許可した発番号の通
知を可能とする機能とし
て実装

転送解除機能

あり

なし

着信拒否解除

あり

なし

機能
第三者発着信

• 緊急通報設備で起動す
る自動呼び返し呼に対し
て、これらを実行する機
能を実装

あり

なし

あり

なし

制限機能
災害輻輳時優
先接続

• 回線毎に災害時優先登
録を行う機能として実装

ＮＴＴ東日本・西日本からは、光ＩＰ回線接続方式の設備構成としてアクセス異経路
による冗長構成をモデル化すべきとの意見があった。アクセス異経路による冗長構
成については、現行ＩＰモデルにおける専用線接続方式やＩＳＤＮ接続方式の設備構
成ではモデル化していない 55。また、実網におけるアクセス異経路は、緊急機関側の
実費負担を前提としてＮＴＴ東日本・西日本が個別に応じる形態が一般的であり、ＮＴ
Ｔ東日本・西日本の費用負担とはなっていない。こうしたことから、現行ＩＰモデルと同
様、アクセス異経路による冗長構成はモデル化の対象としない。ただし、受付台収容
局でＯＬＴの設置台数が１台である場合には冗長性が担保されないことから、受付台
収容局ではＯＬＴの設置台数を最低２台とする。
＜受付台収容局における方式の選択＞
受付台収容局で用いる方式は、現行ＩＰモデルと同様、受付台収容局ごとの専用線
数等の実績値を入力値として与えることにより選択する。
ただし、受付台収容局が光みなし回線収容局である場合には、この方法で選択す

55

緊急通報のアクセス異経路による冗長構成のモデル化はしていないが、モデルの設備構成そ
のものが安全信頼性確保の観点から可能な限り二重化・冗長構成をとることとしている。
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ると、モデル上、緊急通報受理回線のみを収容するための加入者回線収容装置を残
さなければならないケースがあり得るところ、これは効率的な設備構成とは言えない。
そのため、受付台収容局が光みなし回線収容局である場合の緊急通報設備の方式
は、実績値によらず光ＩＰ回線接続方式を選択する。
＜設備量算定等の考え方＞
設備量算定等の考え方は、方式別に次のとおりとする。（表５－１７）
表５－１７ 設備量算定等の考え方
方式
専用線接続方式

設備量算定等の考え方
• 現行ＩＰモデルと同様にＦＰＴやＰＦＣＥといった固有設備の設備
量を算定する。
• アクセス回線（専用線）については専用線料金に回線数を乗じ
て費用を算定する。

ＩＳＤＮ接続方式

• 現行ＩＰモデルと同様に設備量は算定しない。
• アクセス回線については、アクセス回線単価（メタル回線）に回
線数を乗じて費用を算定する。

光ＩＰ回線接続方式

• 設備量は算定しない。

（光 みなし回線収容 局

• アクセス回線については、アクセス回線単価（光回線）に回線数

の場合を含む。）

を乗じて費用を算定する。

＜安全信頼性の確保＞
ネットワークの安全信頼性の確保の観点から、現行ＩＰモデルと同様、設備は可能
な限り二重化することとする。
各設備の冗長構成は、伝送装置にＣＷＤＭを用いる場合は局間冗長構成、ＰＴＮを
用いる場合は局内冗長構成とする。（図５－１４）
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図５－１４ 各設備の冗長構成（伝送装置にＰＴＮを用いる場合）

■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
＜相互接続の方式＞
① 接続方式は、ＩＰ網移行後を見据えてＩＰ－ＰＯＩ接続方式とする。（ＫＤＤＩ、ソフト
バンク）
＜収容局の設備構成＞
① メタル回線収容局には、メタルＩＰ電話とＩＳＤＮをともに収容可能な収容装置を
設置する。その場合、ＩＳＤＮの呼制御はＣＳにて行う。また、同収容装置をき
線点に設置し、現行ＩＰモデルのき線点ＲＴの代替とする。（ソフトバンク）
② 光回線収容局には、光みなしＩＰ電話、光ＩＰ電話及び光地域ＩＰデータの回線を
収容するためのＬ３ＯＬＴを設置する。このＬ３ＯＬＴは、ＯＬＴとルータ機能を筐
体に一体化しているため、共用収容ルータには接続せず伝送装置に直接接
続する。（ソフトバンク）
③ 公衆電話や緊急通報等の国民生活に必要不可欠な機能の提供を可能とする
ため、収容局以下の設備構成はＮＴＴ東日本・西日本のメタル回線収容装置
相当の設備及び変換装置を用いる構成とする。（ＮＴＴ東日本・西日本）
＜収容局～コア局間、コア局間の伝送＞
① 収容局～コア局間伝送の効率化のため、１００ＧＰＴＮを導入する（現行ＩＰモデ
ルでは２．４Ｇと１０Ｇのみ）。これによってコスト効率化が図られる場合は、収
容局における光地域ＩＰ需要の有無によらず局間伝送はＰＴＮを採用する。（ソ
フトバンク）
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＜相互接続局の設備構成＞
① 相互接続局はコア局と兼用とし、局舎タイプの選択は現行のとおり。（ソフトバ
ンク）
② 相互接続局には、ＳＢＣ、ＥＮＵＭ及びＤＮＳを設置する。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
③ 相互接続局にＧＷルータを設置する。各音声ノード（ＳＢＣ、ＥＮＵＭ及びＤＮＳ）
はＧＷルータに接続し、各音声ノードが複数サーバで構成される場合はＬ２Ｓ
Ｗにより集約して接続する。（ＫＤＤＩ）
④ 各音声ノードに係るＧＷルータ接続用の１０Ｇインタフェース数の考え方は次
のとおり。（ＫＤＤＩ）
• ＳＢＣ：音声パケットを疎通するため音声系トラヒック量に応じてインタフェ
ース数を決定。
• ＥＮＵＭ： 番号解決用の信号のみのためインタフェース数は１とする。
• ＤＮＳ： サーバ解決用の信号のみのためインタフェース数は１とする。
⑤ 相互接続局のＰＯＩインタフェース数は、実際網におけるＩＰ－ＰＯＩ接続の実績
値を入力値とする。（ＫＤＤＩ）
⑥ 相互接続局のＳＢＣ等に障害があった場合は相互接続局渡り伝送路でビル迂
回することとし、それを考慮した１０Ｇインタフェース数やＧＷルータの設備量を
算定する。（ＫＤＤＩ）
＜コア局～相互接続局間、相互接続局間の伝送＞
① 相互接続局渡り伝送路、コア局～相互接続局間の県間伝送路に係るコストは、
最大疎通帯域（音声系のみ）に帯域単価を乗じて算定した通信設備使用料と
する。（ＫＤＤＩ）
② コア局～相互接続局間の県間疎通用の１０Ｇインタフェース（音声系のみ）を
中継ルータに追加する。（ＫＤＤＩ）
＜緊急通報＞
① 光ＩＰみなし電話において緊急通報指令台回線・機能を収容可能とみなす（実
網において今年度末頃から指令台回線のＩＰ回線切替が順次進む予定である
ため）。（ＫＤＤＩ）
② 光回線の場合は光ＩＰ指令台を前提とする（メタル回線の場合は現行のとおり）。
（ソフトバンク）
【主な意見】
＜収容局の設備構成＞
○ モデルで採用する設備の比較は、モデルに具備するサービス・機能・スペック（公
衆電話や緊急通報等に係るもの）を合わせた上で、それらの提供に係る開発費を
加味して行うべき。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ 収容装置以下の設備構成を既存のＰＳＴＮモデルと同じにするＮＴＴ東日本・西日
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本の提案は、収容局だけ切り離して比較することが困難なのではないか。そうした
前提において考察すれば、第八次ＰＳＴＮモデルが第八次ＩＰモデルよりも高コスト
であることを踏まえるとコスト構造上不適。ただし、適切な比較方法があれば、比較
することを否定するものではない。（ＫＤＤＩ）
○ ＰＳＴＮモデルと同じ階梯構成では、ＧＣ及びＲＴまでで需要を絞るため、それより
も上の設備量は少なくなると考える。また、公衆電話の提供が可能な設備構成で
あり、その点を含め比較※すべき。（ＮＴＴ東日本・西日本）
※ ＮＴＴ東日本・西日本からは、収容装置以下の設備構成を既存のＰＳＴＮモデルと同じにする
提案を基に、「５．１．３ 加入者回線の選択ロジック」について次の意見あり。
• 選択ロジックの試算において、ＮＴＴ東日本・西日本の提案と他の提案をどのように比較
するのか、その具体的な方法や比較の枠組みについて整理を図る必要がある。
• 比較の具体的な方法案は次の通り。
＜比較検討の考え方＞
⁃ 比較は、収容局階梯における設備構成の違いを踏まえれば、収容局毎ではなく、都道
府県単位などのネットワーク全体での比較が望ましい。
⁃ 一方で、技術的・時間的制約により、都道府県単位での比較が困難なのであれば、Ｎ
ＴＴ東日本・西日本の提案についても一定の仮定を置いた上で、試算の前提となって
いる加入者規模に対応した設備構成を想定し、比較評価をいただきたい。
⁃ その際には、モデルに具備するサービス・機能・スペック等の前提（国民生活に必要不
可欠な公衆電話・緊急通報等）は合わせた上で、それらを提供するための開発費を含
め比較を行うべき。
＜提案の前提＞
⁃ 収容局以下の設備構成は、現行 PSTN モデルに「変換装置」のコストを加算したものと
する。その際、償却済み比率の適用は従前の通りとする。
⁃ 加入者交換機コストから、メタル回線収容装置で不要となる機能（呼処理部回線依存
部及び呼処理部 BHE 部）のコストを除く。
⁃ 局設置 FRT/RT～GC 間伝送路は、中継伝送コストとして取り扱われるものであるため
対象外とする。
⁃ 試算に必要な入力値として、変換装置の投資単価、施設保全費対投資額比率及び経
済耐用年数を提示する。その他入力値は PSTN モデルの入力値を利用可能のため新
たな提案は不要。

○ ＮＴＴ東日本・西日本提案の設備構成において、光ＩＰ回線接続方式の緊急通報を
どのように提供するのか示していただきたい。（ＫＤＤＩ）
＜緊急通報＞
○ ＮＴＴ東日本・西日本が提示した、緊急通報受理回線をＩＰ網で提供するにあたっ
て具備すべき機能を基に、各社の提案モデルにおけるコスト等を算定・反映いただ
きたい。設備構成としてはアクセス異経路による冗長構成をモデル化すべき。（ＮＴ
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Ｔ東日本・西日本）
○ 緊急通報指令台回線のモデル化は現行ＩＰモデルをベースに検討。現行ＩＰモデ
ルのＣＳから新たに追加が必要な機能（裏番号接続ダイヤル規制）について、ソフ
トウェアコストを推計。アクセス異経路は、これまでのＬＲＩＣモデルの整理との比較
からモデル化不要。（ＫＤＤＩ）
○ ＫＤＤＩ提示の緊急通報指令台回線モデルは、提供実績があること等を理由に現
行ＩＰモデルのＣＳにより必要機能は実装済みとしているところ、機能詳細や具体的
なサービス仕様等を確認しないと、その判断は困難。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ ＮＴＴ東日本・西日本提示の機能のうち現行ＩＰモデルのＣＳで実装済みのものとし
て、例えば「発ＩＤ提供システム」※については、位置情報通知用Ｗｅｂサーバの共用
を想定。このＷｅｂサーバは現行ＩＰモデルでもモデル化されておらず、次期ＬＲＩＣモ
デルにおいても不要。（ＫＤＤＩ）
※ 各機能について、提供実績のあるサービスの補足、機能内容に関する質問への回答あり。
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５．３ 設備共用の範囲とトラヒック区分
設備共用の範囲
＜設備共用の方法＞
音声系サービスとデータ系サービス（専用線サービス除く）の設備共用の方法は次
のとおりとする。（表５－１８、図５－１５）
表５－１８ 設備共用の方法
メタル
回線

光回線／戸建

光回線／ビル

メタルＩＰ
電話等
（音声系）

光ＩＰみな
し電話
（音声系）

光ＩＰ電話
（音声系）

光 地 域 ＩＰ
データ
（ データ
系）

光ＩＰみな
し電話
（音声系）

光ＩＰ電話
（音声系）

光 地 域 ＩＰ
データ
（ データ
系）

ＨＧＷ

－

専用

共用①※１

共用①

専用

共用②※１

共用②

ＯＮＵ

－

専用

共用①

共用①

専用

共用②

共用②

専用

専用

共用①

共用①

専用

共用②

共用②

局外スプリッタ

－

共用①

共用①

共用①

共用②

共用②

共用②

主回線（心線）

専用※２

共用①

共用①

共用①

共用②

共用②

共用②

専用

共用①

共用①

共用①

共用①

共用①

共用①

局内スプリッタ

－

共用①

共用①

共用①

共用①

共用①

共用①

ＯＬＴ

－

共用①

共用①

共用①

共用①

共用①

共用①

加入者回線収容
装置

専用

－

－

－

－

－

－

共用収容ルータ※３

共用①

共用①

共用①

共用①

共用①

共用①

共用①

局間伝送※３

共用①

共用①

共用①

共用①

共用①

共用①

共用①

ＣＳ

共用①

共用①

共用①

－

共用①

共用①

－

ＧＷルータ

共用①

共用①

共用①

－

共用①

共用①

－

宅内
設備

配線

主回線（ケーブル）

※１ 共用①、共用②のそれぞれで設備を共用。
※２ き線点で光化した場合。
※３ 伝送装置にＣＷＤＭを用いる場合。
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図５－１５ 音声系サービスとデータ系サービスの設備共用
＜光みなし回線収容局における専用線の扱い＞
現行ＩＰモデルでは、加入電話等音声系サービスの設備量算定に当たり、効率的な
ネットワーク構築の観点から可能な限りデータ系サービスとの設備共用を行うことを
前提としている。メタル専用線もデータ系サービスの１つとして第一次モデルより設備
共用を見込むための対象サービスとなっている。
光みなし回線収容局においては、効率化の観点からメタルＩＰ電話等と同様にメタ
ル専用線も光専用線に置き換えることとし、そのためのモデル化検討をすべきとの考
え方がある。他方で、メタル専用線はあくまでも設備共用を見込むための対象サービ
スであり、モデルの回線需要として扱うサービスでないことから、光みなし回線とメタ
ル専用線とのコスト按分が見込めないのであれば、メタル専用線を按分対象として考
慮しないとする考え方もある。
次期ＬＲＩＣモデルにおいては、モデルの回線需要として扱うメタルＩＰ電話や光ＩＰ電
話のサービスのモデル化を優先させるため、まずは後者の考え方（光みなし回線収
容局ではメタル専用線を按分対象として考慮しない）を採用する。

■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
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＜設備共用の方法＞
① 相互接続局の音声系設備（ＣＳ、ＳＢＣ、ＤＮＳ、ＥＮＵＭ）は、音声系・光回線と
音声系・メタル回線とで共用する。（ソフトバンク）
② ＯＬＴ及び局内スプリッタは、音声系・光回線とデータ系・光回線とで共用する。
（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
③ 音声収容装置及び音声収容ルータは、メタルＩＰ電話とＩＳＤＮとで共用する。
（ソフトバンク）
④ 主回線（光ケーブル）は、音声系・光回線とデータ系・光回線とで共用する。（Ｋ
ＤＤＩ、ソフトバンク）
⑤ 主回線（光心線）及び局外スプリッタは、音声系・光回線とデータ系・光回線と
で共用するが、加入者宅のタイプ（戸建、ビル）別に分ける（共用しない）。（ＫＤ
ＤＩ）
⑥ 光配線及び宅内設備（ＯＮＵ、ＨＧＷ）は、光ＩＰ電話と光ＩＰみなし電話とで分け
る（共用しない）。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
＜光みなし回線収容局における専用線の扱い＞
⑦ 光みなし回線収容局については、メタル専用線の需要を光地域 IＰデータの回
線需要に見込む。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
⑧ 100ＧＰＴＮを導入する場合、専用線による設備共用は考慮しない（専用線イン
タフェースを具備していないため）。（ソフトバンク）
【主な意見】
＜設備共用の方法＞
○ 現行ＩＰモデルでは光地域ＩＰ需要は按分対象であったため全体のうち必要な部分
のみモデル化しているが、次期ＬＲＩＣモデルでは光ＩＰ電話も音声設備を共用する
ため全体をモデル化する必要がある。（ＫＤＤＩ）
＜光みなし回線収容局における専用線の扱い＞
○ 現在メタル回線で提供されている専用線サービスはその特性に応じて提供され
ているもの。ＦＴＴＨは、光ファイバやＰＯＮシステムを複数のユーザで共用し、ＩＰ網
においてもベストエフォート通信とリソースを共用するものであり、専用線で求めら
れるサービス品質の確保は不可能。よって、メタル専用線サービスの需要は、光地
域ＩＰデータの回線需要に見込むべきでない。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ 光みなし回線収容局において専用線との設備共用は考慮しないという検討オプ
ションもあり得る。（ＫＤＤＩ）
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トラヒック区分
＜トラヒック区分＞
トラヒック区分及びそれぞれの折返し点は次のとおりとする。（表５－１９、図５－１６）
表５－１９ トラヒック区分及びそれぞれの折返し点
区分

折返し点

網内呼（ＺＡ内）

共用コアルータ

網内呼（ＺＡ間）

ＧＷルータ

接続呼

－

図５－１６ トラヒック区分と折返し点
トラヒック区分ごとの経由設備と経由回数は次のとおりとする。
＜トラヒック区分ごとの経由設備と経由回数に関する想定＞（表５－２０）
• コア局に設置する設備は、障害発生時、冗長構成によらず帰属収容局からの
全トラヒックを処理可能とする
• 相互接続局に設置する設備は、障害発生時、冗長構成によらず帰属コア局か
らの全トラヒックを処理可能とする（相互接続局のＳＢＣやＰＯＩ、コア局の共用
コアルータに障害があった場合は、相互接続局間渡り伝送路で迂回可能）
• 網内呼（ＺＡ間）は発着信の片道のみをカウントする（相互接続局及び相互接
続局間渡り伝送路の経由回数には 0.5 を乗じる）
表５－２０ トラヒック区分ごとの経由設備と経由回数
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※１ ＣＷＤＭの場合。

※２ 設備量は算定しない。

＜トラヒック算定方法＞
各局で必要となる設備の設備量算定は、当該局における最繁時トラヒック等を基に
行う。収容局ごとの最繁時トラヒックは、音声系最繁時トラヒックに各区分の比率（ＺＡ
内呼比率等）を乗じて算定する。（表５－２１、表５－２２、表５－２３）
表５－２１ 収容局におけるトラヒック算定
トラヒック区分

トラヒック算定方法
ＺＡ内呼

収容局ＺＡ内音声系最繁時トラヒック ＝ 音声系最繁
時トラヒック×ＺＡ内呼比率（ＭＡ）

網内呼
音声

ＺＡ間呼

収容局ＺＡ間音声系最繁時トラヒック ＝ 音声系最繁
時トラヒック×ＺＡ間呼比率（ＭＡ）
収容局接続音声系最繁時トラヒック ＝ 音声系最繁時

接続呼

トラヒック×接続呼比率（ＭＡ）

データ

収容局データ系最繁時トラヒック

表５－２２ コア局におけるトラヒック算定
トラヒック区分
音声

網内呼

トラヒック算定方法
ＺＡ内呼

コア局ＺＡ内音声系最繁時トラヒック ＝ Σ（収容局ＺＡ
内音声系最繁時トラヒック（帰属収容局））
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ＺＡ間呼

コア局ＺＡ間音声系最繁時トラヒック ＝ Σ（収容局ＺＡ
間音声系最繁時トラヒック（帰属収容局））
コア局接続音声系最繁時トラヒック ＝ Σ（収容局接続

接続呼

音声系最繁時トラヒック（帰属収容局））
コア局データ系最繁時トラヒック ＝ Σ（収容局データ系

データ

最繁時トラヒック（帰属収容局））

表５－２３ 相互接続局におけるトラヒック算定
トラヒック区分

トラヒック算定方法
ＺＡ内呼

網内呼
ＺＡ間呼

音声

－
相接局ＺＡ間音声系最繁時トラヒック ＝ Σ（コア局ＺＡ
間音声系最繁時トラヒック（帰属コア局））
相接局接続音声系最繁時トラヒック ＝ Σ（コア局接続

接続呼

音声系最繁時トラヒック（帰属コア局））

データ

－ ※データ系との設備共用なし。

＜音声サービス別トラヒック算定方法＞
次期ＬＲＩＣモデルでは、メタルＩＰ電話等と光ＩＰ電話とで算定コストを分計可能とす
るため、トラヒック算定は次のとおり音声サービス別に行う。（表５－２４）
表５－２４ トラヒック区分別のトラヒック算定方法
トラヒック区分

ＺＡ内呼

当ビル発着信の網内・ＺＡ内

メタルＩＰ電話等

呼

トラヒック算定方法（収容局）
メタルＩＰ電話最繁時トラヒック
×メタルＩＰ電話ＺＡ内呼比率
（ＭＡ）

網内呼
ＺＡ間呼

当ビル発着信の網内・ＺＡ間
呼

メタルＩＰ電話最繁時トラヒック
×メタルＩＰ電話ＺＡ間呼比率
（ＭＡ）
メタルＩＰ電話最繁時トラヒック

接続呼

当ビル発着信の接続呼

× メ タル Ｉ Ｐ 電 話 接 続 呼 比 率
（ＭＡ）
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ＺＡ内呼
光ＩＰ電話

当ビル発着信の網内・ＺＡ内

光ＩＰ電話最繁時トラヒック×光

呼

ＩＰ電話ＺＡ内呼比率（ＭＡ）

当ビル発着信の網内・ＺＡ間

光ＩＰ電話最繁時トラヒック×光

呼

ＩＰ電話ＺＡ間呼比率（ＭＡ）

網内呼
ＺＡ間呼

接続呼

当ビル発着信の接続呼

光ＩＰ電話最繁時トラヒック×光
ＩＰ電話接続呼比率（ＭＡ）

＜ＩＰ網へ移行後のトラヒック把握＞
ＩＰ網へ移行後、実網では着ＣＡ（Charge Area）コードが流通しない見通しであり、距
離別トラヒックの把握ができなくなるとされている。そのため、ＺＡ内呼比率等の比率
についてはＩＰ網へ移行前の比率等から算定した代替値を用いる。（表５－２５）
表５－２５ IP 網への移行後のトラヒック把握方法
トラヒック区分

ＩＰ網へ移行後の把握方法
メタルＩＰ電話ＺＡ内呼比率（ＭＡ） ＝ メタルＩＰ電話網内呼比率

メタルＩＰ電話等

ＺＡ内呼

（ＭＡの属するＺＡ、移行後）×光ＩＰ電話ＺＡ内呼比率（ＭＡの属
するＺＡ、移行前））

網内呼
メタルＩＰ電話ＺＡ間呼比率（ＭＡ） ＝ メタルＩＰ電話網内呼比率
ＺＡ間呼

（ＭＡの属するＺＡ、移行後）×光ＩＰ電話ＺＡ間呼比率（ＭＡの属
するＺＡ、移行前））
メタルＩＰ電話接続呼比率（ＭＡ） ＝ １－メタルＩＰ電話網内呼

接続呼

比率（ＭＡの属するＺＡ、移行後）
光ＩＰ電話ＺＡ内呼比率（ＭＡ） ＝ 光ＩＰ電話網内呼比率（ＭＡ
ＺＡ内呼

の属するＺＡ、移行後）×光ＩＰ電話ＺＡ内呼比率（ＭＡの属する

光ＩＰ電話

ＺＡ、移行前））
網内呼
光ＩＰ電話ＺＡ間呼比率（ＭＡ） ＝ 光ＩＰ電話網内呼比率（ＭＡ
ＺＡ間呼

の属するＺＡ、移行後）×光ＩＰ電話ＺＡ間呼比率（ＭＡの属する
ＺＡ、移行前））

接続呼

光ＩＰ電話接続呼比率（ＭＡ） ＝ １－光ＩＰ電話網内呼比率（Ｍ
Ａの属するＺＡ、移行後）
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■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
＜トラヒックの区分＞
① 網内（県内）、網内（県間）、網間の３区分とする。（ＫＤＤＩ）
② 自網内呼・相互接続呼の２区分とする。ＩＰ網移行後は、着ＣＡ（Charge Area）
コードが流通しないため、少なくとも着信エリア別のトラヒック把握は不可能。
発信エリア別トラヒックについても技術的には把握できるものの、サービス提
供に当たって必須でないため、把握する仕組みを具備する予定はない。その
ため、網内呼（県内）と網内呼（県間）は分計しないことを前提にモデル検討を
行うことが必要。（ＮＴＴ東日本・西日本）
＜折返し点＞
③ トラヒック区分に応じて、網内（県内）／コア局ルータ、網内（県間）／相互接続
局ルータ、網間／相互接続局とする。（ＫＤＤＩ）
④ 網内の折返しはコア局で行う。（ソフトバンク）
【主な意見】
○ ＩＰ網への移行後を見据えるとＮＴＴ東日本・西日本も県間の音声通信呼を提供す
ること等から、県間トラヒックを考慮すべき。（ＫＤＤＩ）
○ マイグレの議論も同時に進められているところ、これを踏まえてモデルにおけるト
ラヒックの扱いを決めるべき。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ トラヒック区分について、ＩＰ網へ移行後に取得できない値を代替的に計算するよ
りも、網内呼・接続呼のみの区分という割り切りでモデルを簡単にするというのも一
つの考え方。（三菱総合研究所）
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優先制御を考慮したコスト配賦
ＮＧＮでは、クラス１：最優先クラス（ひかり電話等）からクラス４：ベストエフォートク
ラス（インターネット等）まで４つの品質クラスに応じた優先制御を行っているところ、
品質クラス別に共用設備に係るコストの重み付けをするための係数として新たに「Ｑｏ
Ｓ制御係数」が設定され、令和元年度接続料算定より一部設備（中継ルータ及び中
継系伝送路）のコスト算定に適用 56されている。次期ＬＲＩＣモデルでは、このＱｏＳ制
御係数の考え方を採用する。
これに伴い、現行ＩＰモデルで適用している、音声サービスにコストの重み付けをす
るための「パケット優先係数」は適用しないこととする。（表５－２６）
表５－２６ 品質クラス別の QoS 制御係数
算定条件
品質クラス

ＱｏＳ制御
トラヒック比

帯域

帯域制御

使用率

係数

係数

最優先クラス（ひかり電話等）

0.38 %

0.00076

1.20

1.26

高優先クラス（データコネクト等）

14.09 %

0.02819

1.16

1.25

0.02 %

0.00005

1.00

1.16

85.50 %

0.17101

1.00

1.00

100.00 %

0.2

－

－

優先クラス（フレッツ光ネクストプ
ライオ、接続事業者の０ＡＢＪ電
話等）
ベストエフォートクラス（インター
ネット等）
合計

＜モデルにおけるＱｏＳ制御係数＞
ＱｏＳ制御係数を決定する主なファクターとしては、疎通パケット及び帯域使用率が
ある。モデルにおける帯域使用率を概算してみると、収容率（×０．８）及び伝送路・伝
送装置の冗長構成（×０．５）から最繁時トラヒックにおける帯域使用率は０．４となる。
さらに最繁時集中率を１０％と仮定すると、平均トラヒックにおける帯域使用率は０．２
弱となり、ＮＧＮにおける帯域使用率（０．２）とほぼ同等となる。そのため、モデル簡素

56

ＮＧＮにおける４つの品質クラスと令和元年度接続料算定に用いたＱｏＳ制御係数（ＮＴＴ東日
本の場合）
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化の観点からＮＧＮの接続料算定で用いた実績値をそのままモデルのＱｏＳ制御係
数として採用し適用する。
なお、ＮＧＮにおけるＱｏＳ制御係数は、「接続料の算定に関する研究会 ＮＧＮコス
トドライバの見直しに関するＷＧ」において多様な意見があったものの、ＮＧＮの接続
料算定における具体の条件の下に合意がなされた経緯がある 57。これを踏まえれば、
仮にモデルの帯域使用率とＮＧＮの帯域使用率が大きく乖離するような場合は、モデ
ルにおけるＱｏＳ制御係数の適用は必ずしも適当とは言えない点に留意する必要が
ある。
＜ＱｏＳ制御係数の適用対象＞
ＮＧＮの接続料算定では、ＱｏＳ制御係数の適用対象は中継ルータ及び中継系伝
送路であり、共用収容ルータは対象となっていない。現行ＩＰモデルにおける共用収容
ルータは、音声系サービスとデータ系サービスとで設備共用を行い、また、トラヒック
によって算定設備量が変わるロジックとなっている。このため、モデルにおけるＱｏＳ
制御係数の適用対象は、共用コアルータ、中継系伝送路設備及び共用収容ルータと
する。

■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
① ＱｏＳ制御係数のモデルにおける取り扱いを検討。（ＫＤＤＩ）
② パケット優先制御を踏まえた適切な係数を設定すべき。ＱｏＳ制御係数は、
2019 年度 NGN 接続料算定に用いられた算定方法を踏まえて、具体的な入力
値をモデル外で計算する。係数を決定するための算定条件は、ア．クラス数
（帯域制御係数）、イ．帯域使用率、ウ．トラヒック構成比の３つであり、モデル
に反映するに当たってのそれぞれの考え方は次のとおり。（ＮＴＴ東日本・西日
本）
ア．クラス数（帯域制御係数）： 現実のＮＧＮの品質区分及び帯域制御係数を適用。
イ．帯域使用率： モデル上の伝送装置・共用コアルータにおける収容率（0.8）を適用。
ウ．トラヒック構成比： 2019 年度のＮＧＮ接続料算定に用いた予測トラヒックにメタルＩＰ電
話相当のトラヒックを加算して適用。

③ ＱｏＳ制御係数のモデルにおける適用範囲は、共用コアルータ及び中継系伝
送路に加え共用収容ルータも対象とすべき（音声系とデータ系で設備共用して
57

ＮＴＴ東日本・西日本が新係数の試算に用いた入力値には複数の疑義が示されたが、接続料
算定における具体的な入力値について、なお認可申請等での検討が必要とされた。
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おり、トラヒックに応じて設備量が決まるため）。（ＮＴＴ東日本・西日本）
④ ＱｏＳ制御係数のモデルへの適用は一定の合理性があるものの、「接続料の
算定に関する研究会」でも各社各様の意見があり継続議論扱いとなっている。
暫定的に将来原価方式と同様の方法（共用コアルータ及び伝送路の按分比
率にのみ適用）とすることが適当。（ソフトバンク）
⑤ ＱｏＳ制御係数を採用する場合、現行ＩＰモデルの「パケット優先係数」は廃止
する。（ソフトバンク）
【主な意見】
○ ＮＧＮの接続料算定では網全体の品質クラス別トラヒックによりＱｏＳ制御係数を
計算している。モデル外で、モデル上の品質クラス別トラヒックにより計算してみて
はどうか。（有識者）
○ ＱｏＳ制御係数は、疎通するパケットと帯域使用率に応じて優先制御に係るコスト
が変わるロジック。モデルでは帯域使用率に相当する値を適用して係数を計算す
る方法も考えられる。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ 接続料の算定に関する研究会におけるＱｏＳ制御係数の検討では各社各様の意
見があり、なかなかまとまらなかった。こうした経緯を踏まえると、将来原価方式に
おける採用値からあまり乖離しない方がよいのではないか。（ソフトバンク）
○ 品質区分をＮＧＮと同じ４クラスとする場合、モデル簡素化の観点からは、モデル
外での加重平均等により２クラスに集約することが望ましい。（三菱総合研究所）
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５．４ ＴＳ／ＮＴＳコスト区分の考え方
ＴＳ／ＮＴＳコスト区分の考え方
現行ＩＰモデルにおけるＴＳ／ＮＴＳコスト区分は、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおける設
備機能との類似性を基に分類を行っており、収容局に設置する収容装置の回線収容
部よりも加入者回線側をＮＴＳコストとしている。【資料１２】
次期ＬＲＩＣモデルにおけるメタル回線のＴＳ／ＮＴＳコスト区分は、現行ＩＰモデルの
とおりとする。光回線の場合 58は、現行のひかり電話接続料（ＩＧＳ接続機能）における
対象範囲等の考え方を踏まえ、ＯＬＴから加入者回線側をＮＴＳコスト 59とする。（図５
－１７）

図５－１７ ＴＳ／ＮＴＳコスト区分の考え方

58

「５．１．１ ＩＰ変換の方法」において「②き線点等でＩＰ変換」は採用していないが、この場合のＴ
Ｓ／ＮＴＳコスト区分について、き線点等に設置する加入者回線収容装置には集線機能が具備さ
れていると想定されるところ、ＴＳ／ＮＴＳコスト区分の基準が集線機能の有無である場合は、き線
点よりもコア局側がＴＳコストとなり得る。しかし、現行ＩＰモデルではＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの設備
機能との類似性を基にコスト区分を行っており、集線機能の有無を基準としていない。このため今
後、き線点等でのＩＰ変換を検討する場合、ＴＳ／ＮＴＳコスト区分についてはＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデ
ルとの対比等から別途整理が必要である。
59
この場合、宅内設備に具備されるＩＰ化機能のコストはＮＴＳコストに区分される。光みなし回線で
は、モデル上、メタル回線の回線需要を光回線に置き換えるため、ＩＰ化機能が収容局から加入
者宅へと移動する。これに伴い、ＩＰ化機能コストのうちＴＳコストに区分される一部コストはＮＴＳコ
ストへと区分が変わることとなる。これについて何かしら考慮する必要があるかどうかは、別途、接
続料算定やユニバーサルサービスコスト算定への影響を踏まえ、それら検討の場で改めて整理
することが適当である。
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■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
＜メタル回線＞
① 現行のとおりとする。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
＜光回線＞
② ＯＬＴより加入者回線側をＮＴＳコストとする。（ＫＤＤＩ）
③ 加入者回線部分（Ｌ３ＯＬＴのＩＦ機能部分含む。）をＮＴＳコストとする。（ソフトバ
ンク）
【主な意見】
○ 選択ロジックの結果、光みなし回線となった場合のＴＳ／ＮＴＳコスト区分の扱い
（例えばコストの付け替え要否）について整理が必要。（有識者）
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５．５ その他
光ケーブルの経済的耐用年数
令和元年度以降の加入光ファイバ接続料の算定（将来原価方式）に用いられてい
る光ケーブルの経済的耐用年数は、ＮＴＴ東日本・西日本の平成２９年度撤去実績に
基づく見直しにより架空２０年、地下２８年となっている。この経済的耐用年数は、「材
質・構造・用途・使用上の環境」、「技術の革新」、「経済的事情の変化による陳腐化
の危険の程度」及び光ファイバの撤去率をもとにした耐用年数の推計結果を踏まえ、
総合的に検討されたものとなっている。この撤去率をもとにした耐用年数の推計結果
は、ＮＴＴ東日本・西日本が光ケーブルとの親和性がより高いと判断した３つの関数に
よる推計結果の平均値（単純平均）を採用 60している。
現行ＩＰモデルにおける光ケーブルの経済的耐用年数（架空１７．６年、地下２３．７
年）は、第七次モデル検討時に撤去法により推計したものであり、２つの確率関数（ゴ
ンペルツ関数及びワイブル分布）による推計結果の平均値（単純平均）を採用してい
る 61。
また、現行ＩＰモデル検討時、電力設備（電源装置等）や空調設備の経済的耐用年
数の計算方法に係る見直しの結果、光ケーブルと同様の理由（年度によって新規取
得数にばらつきがあること）から撤去法により推計することとし、設備ごとに４つの確
率関数（ゴンペルツ関数、ロジスティック曲線、正規分布及びワイブル分布）のうち最
も決定係数が高いものの推計値を採用することとした。
以上を踏まえ、光ケーブルの経済的耐用年数の計算方法としては次の３つの方法
が考えられる。
① ２つの確率関数（ゴンペルツ関数及びワイブル分布）による推計結果の平均値
（単純平均）を採用する方法 【現行ＩＰモデルにおける光ケーブルの経済的耐用
年数の計算と同じ方法】
② ４つの確率関数（ゴンペルツ関数、ロジスティック曲線、正規分布及びワイブル
分布）のうち最も決定係数が高いものの推計値を採用する方法 【現行ＩＰモデル
における電力設備の経済的耐用年数の計算と同じ方法】
③ 加入光ファイバ接続料の算定（将来原価方式）に用いる光ケーブルの経済的
60

「接続料の算定に関する研究会」第三次報告書
撤去法以外の方法としては一般的に増減法及び修正増減法があるが、これまで光ファイバの新
規取得量が急速に拡大していたこと等から正確な推計が困難であるとして採用していない。

61
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耐用年数の計算と同じ３つの関数による推計結果の平均値（単純平均）を採用
する方法
ＮＴＴ東日本・西日本より提示のあった平成２９年度撤去実績に基づき、各方法によ
って経済的耐用年数の計算を行ったところ次のとおりとなった。（表５－２７）
表５－２７ 各方法により計算した経済的耐用年数
方法①

方法②

方法③ 62

（参考）現行値

架空

19.5 年

19.0 年

20 年

17.6 年

地下

24.6 年

22.5 年

28 年

23.7 年

方法②による経済的耐用年数は現行の方法①と大きな違いはなく、計算方法をあ
えて変更する必要性は低いと言える。他方、方法③による経済的耐用年数は、架空
では方法①と大きな違いはないものの、地下では方法①よりも長い結果となった。方
法③は、将来原価方式に基づく接続料算定で採用されている方法に基づくものであ
ることから、これをモデルに適用する場合にも一定の妥当性は認められる。また、直
近の光ケーブルの経済的耐用年数の見直しにおいて採用された考え方であり、整合
性の観点からも方法③を採用することが妥当と言える。

■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
① ＮＴＴ東日本・西日本の２０１９年度期首会計より見直しが行われたことを踏ま
え、現行の算定方法の見直し要否を検討。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
② 将来原価方式における光ケーブルの経済的耐用年数が見直された結果、ＬＲ
ＩＣモデルで採用している値と大きな乖離が生じているため、算定方法を見直
すべき。まずは、ＮＴＴ東日本・西日本から将来原価方式における算定方法の
考え方を説明いただき、いずれの考え方を採用するのが適切か検討すべき。
（ソフトバンク）
【主な意見】

62

接続料の算定に関する研究会（第 24 回）において、ＮＴＴ東日本・西日本の光ケーブル経済的
耐用年数の見直しに用いた３つの確率関数、計算過程及びそれらによる推計値は非開示（構成
員限り）とされているところ、便宜上、近しい値として当該見直しによる採用値を記載している。
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○ ＬＲＩＣモデルで採用している方法で更新を行い、将来原価方式における値と依然
として大きな乖離があるのであれば算定方法の見直しが必要。（ソフトバンク）
○ 将来原価方式で採用された値だけをそのまま採用するのは乱暴だが、何らかの
吟味は必要。（ＫＤＤＩ）
○ 現行ＩＰモデルにおける光ファイバーのケーブル規格心数は８～１０００心となって
いるところ、例えば１０００心以上の規格など見直す余地があるのではないか。（三
菱総合研究所）
○ ２０００心の光ケーブルは西日本でも２箇所で利用実績がある。（ＮＴＴ東日本・西
日本）
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新規入力値等
＜新規入力値＞
次期ＬＲＩＣモデルにおける新規入力値は、光回線設備や相互接続局設置設備等
に係る次の値とする。（表５－２８、図５－１８、図５－１９）
表５－２８ 次期ＬＲＩＣモデルにおける新規入力値
サービス・設備

入力値

需要

光地域ＩＰデータ

回線数（収容局別）、トラヒック

光ＩＰ電話

回線数（収容局別）、トラヒック（区分別）

ＰＯＩ

接続数（１Ｇ／１０Ｇ）

光回線設備
ＨＧＷ、ＯＮＵ

単価（ユニット）、耐用年数 等

スプリッタ

単価（ユニット、モジュール）、耐用年数、最大実装数 等

ＯＬＴ

単価（ユニット、ＩＦ等）、耐用年数、最大実装数 等

相互接続局設置設備
ＧＷルータ

単価（ユニット、ＩＦ等）、耐用年数、最大収容数、最大処

スペック・
投資単価

理可能ＢＨトラヒック 等
ＳＢＣ

単価（呼処理部／セッション管理部、ＨＷ／ＳＷ、ユニット
等）、耐用年数（ＨＷ／ＳＷ）、最大処理可能ＢＨトラヒッ
ク、最大実装数、消費電流 等

ＥＮＵＭサーバ

単価（ＥＮＵＭクエリー処理部、ＨＷ／ＳＷ、ユニット等）、
耐用年数（ＨＷ／ＳＷ）、最大処理可能ＥＮＵＭクエリー、
最大実装数、消費電流 等

ＤＮＳサーバ

単価（ＤＮＳクエリー処理部、ＨＷ／ＳＷ、ユニット等）、耐
用年数（ＨＷ／ＳＷ）、最大処理可能ＤＮＳクエリー、最大
実装数、消費電流 等

ＳＢＣ・ＥＮＵＭサーバ・

単価（ＨＷ／ＳＷ）、架数、消費電流等

ＤＮＳサーバ共通
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コア局～相互接続局間の

帯域単価（Mbps 当たり） ※県間伝送路コスト＝Mbps 当

県間伝送路

たり単価×帯域需要

＜ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルへの反映＞
今回のモデル見直し検討は、ＩＰ網への移行後を見据えつつ、現行ＩＰモデルをベー
スとして検討するとしているところ、ＩＰ網を前提としない第八次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデル
の検討及び改修は想定されていない。
他方で、令和４年度以降の接続料算定におけるＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの適用可能
性は一般的に皆無とは言えないところ、今回のモデル見直し項目のうちモデルの改
修を伴わない、専ら入力値の見直しによるもの（光ケーブルの経済的耐用年数等）に
ついてはＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルへの反映を考慮する余地があるものと考えられる。

図５－１８ 光回線設備と入力値

図５－１９ ＳＢＣ、ＥＮＵＭサーバ、ＤＮＳサーバの機能構成例と入力値
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■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
＜新規入力値＞
① 新たに次の入力値が必要。（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）
• 需要： 光地域ＩＰ需要（分岐単位）、光ＩＰ電話需要（分岐単位）、光地域ＩＰ
需要展開エリアフラグ
• スペック・投資単価： ＯＬＴ／ＯＮＵ／スプリッタ関連、相互接続局ルータ
関連、相互接続関連（ＳＢＣ、ＥＮＵＭ、ＤＮＳ等）
• 経費： コア局～相互接続局の県間伝送路
【主な意見】
＜新規入力値＞
○ 光地域ＩＰデータ展開エリアフラグは、メッシュ単位でのサービス提供の有無を設
定することを想定。メッシュ単位の把握が難しければ収容局単位とすることが想定
される。その場合は、現行ＩＰモデルの加入電話と同様に需要を分配する方法が考
えられる。（ＫＤＤＩ）
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通信ネットワーク強靱化の取組等の反映
＜通信設備の予備電源に係る制度見直し＞
令和元年台風第１５号及び第１９号による通信被害を踏まえ、通信設備の予備電
源に係る制度の見直しが行われる見通しとなっている。具体的には、情報通信ネット
ワーク安全・信頼性基準（昭和６２年２月１４日郵政省告示第７３号）を見直し、都道府
県庁及び市町村役場をカバーする通信設備の予備電源については「少なくとも２４時
間化」が義務となるものである。
これを踏まえ、制度が見直された場合には次期ＬＲＩＣモデルにおいても、都道府県
庁及び市町村役場をカバーする大規模局の予備電源については２４時間保持可能
な燃料タンク等の設置を反映する。上記以外に努力義務のものも見込まれるところ、
これらについては直ちにモデルへ反映することはしないが、今後、必要に応じてＮＴＴ
東日本・西日本の取組実績を踏まえモデルへの反映を検討する。（表５－２９）
表５－２９ 情報通信審議会 IP ネットワーク設備委員会資料
通信設備の予備電源に係る制度見直しの方向性（案）
（１）都道府県庁及び市町村役場をカバーする通信設備の予備電源について、「少なくとも２４
時間化」を義務化する。
（２）「命を守る」災害拠点病院をカバーする通信設備の予備電源について、「少なくとも２４時
間化」を努力義務とする。
（３）大規模な災害の対策拠点となる都道府県庁や、駆けつけに時間がかかる離島や山間僻
地等の市町村役場をカバーする通信設備の予備電源について、「少なくとも７２時間化」を
努力義務とする。
（４）台風等、事前準備が可能な災害の場合には、移動電源車等の応急復旧資機材やその運
用に必要な人員の事前の確保・配備についても努力義務とする。

＜災害対策コスト等のＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルへの反映＞
「５．５．２ 新規入力値等」で記載の通り、今回のモデル見直し検討では、専ら入力
値の見直しによるもの（光ケーブルの経済的耐用年数の見直し等）についてはＰＳＴＮ
－ＬＲＩＣモデルへの反映を考慮する余地があると考えられる。
災害対策コスト等については、モデルへの反映方法次第でモデルの改修を必須と
する場合と必須としない場合の両方があり得る。今回新たに提案のあった災害対策
コスト等のモデルへの反映の是非を検討するに当たり、三菱総合研究所から、ＰＳＴ
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Ｎ－ＬＲＩＣモデルの扱いに係る考え方として次の３つのオプションが示された。
イ ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルへの反映は考慮しない。次期ＬＲＩＣモデルのみモデル改
修を行う。
ロ ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルへの反映を考慮するため、入力値の見直しによる方法を
検討し、次期ＬＲＩＣモデルもこれを採用する。
ハ ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルへの反映を考慮するため、入力値の見直しによる方法を
検討するが、次期ＬＲＩＣモデルは別の方法を採用する。
ロジックの整合性の観点やモデル簡素化の観点からは、２つのロジックを設ける必
要のあるハは適当とは言えない。また、モデルへの反映方法の妥当性が一定程度確
保されることを前提に、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにも反映可能である場合には、イよりも
ロを選択することが適当と言える。
上記考え方から、新たな災害対策コスト等をモデルへ反映する場合には、まずは
入力値の見直しによる方法を検討する。
＜通信ネットワーク強靱化等の観点からのモデル見直し＞
ＮＴＴ東日本・西日本より、通信ネットワーク強靱化等の観点から次のとおりモデル
を見直すべきとの提案があった。それぞれの提案に対するモデルへの反映有無及び
その考え方を以下に記載する。（表５－３０）
表５－３０ 通信ネットワーク強靱化等の観点からの提案一覧
提案

モデルへの反映有無

① 重要拠点ビル（物理的な伝送路が経由するループ構成の結
節点となるビル）は経済比較によらずコンクリ複数階とする。
② 実網の離島伝送区間の一部（豊見城～南大東）における異
経路でのループ構成をモデルに反映構築する。
③ 電源途絶の影響が大きい伝送拠点ビル（コア局を含むルー
プを構成するビル）の蓄電池保持時間を７２時間に延伸する。

一部反映

反映

なし

＜①重要拠点ビルは経済比較によらずコンクリ複数階＞
現行ＩＰモデルでは、局舎間の伝送路は、経路の二重化のためループ構成となって
いる。各ループは局舎で結節しているところ、モデル上、結節点は１つの局舎とは限
らず複数の局舎で結節している場合もある。

102

現行ＩＰモデルにおける局舎タイプは、特定の条件に該当する場合はコンクリ複数
階、プレハブ平屋、ＲＴ－ＢＯＸのいずれかを選択し、それら条件のいずれにも該当し
ない収容局については、一律、経済比較によりコンクリ複数階又はプレハブ平屋のど
ちらかを選択することとなっている。【資料１３】
ループの結節点が１つの局舎である場合に、当該局舎が災害によって機能しなく
なると、結節点以降のネットワークへの通信が途絶するというモデル上のリスクが想
定される。このため、次のとおりループの結節点を１つの局舎で担う収容局について
は、通信ネットワーク強靭化の観点から経済比較によらずコンクリ複数階とする。（表
５－３１）
表５－３１ 局舎タイプの選択
コンクリ複数階
• コア局

プレハブ平屋
• 離島単独局

ＲＴ－ＢＯＸ
• 設備量が一定基準以

• 緊急通報設備又はオ

下の収容局

ペレーション設備を設
置する収容局
• 無線設備併設局、衛
対象局

星通信設備併設局
＜今回の見直しにより追
加＞
• ループの結節点を１
つの局舎で担う収容
局

対象局

• 経済比較により判定
－

（上記以
外）

＜②離島伝送区間の一部を異経路でのループ構成＞
現行ＩＰモデルでは、離島伝送設備は、区間ごとに実網における伝送方法や距離等
の条件を入力値で与えて設備量を算定している。現在、沖縄本島～北大東間は、沖
縄本島～南大東間を通信衛星設備により、また南大東～北大東間を無線設備及び
海底光ケーブルにより伝送するものとして入力値を与えている。
今回、ＮＴＴ東日本・西日本において沖縄本島～北大東間に新たに海底光ケーブ
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ルを整備したことを踏まえ、入力値の見直し（南大東～北大東間の無線設備による伝
送を、沖縄本島～北大東間の海底光ケーブルによる伝送へ見直し）によりモデルへ
反映する。（図５－２０）

図５－２０ 離島伝送区間の一部を異経路でのループ構成
＜③伝送拠点ビルの蓄電池保持時間を延伸＞
現行ＩＰモデルでは、後述の通り、ＮＴＴ東日本・西日本の取組実績を踏まえ停電対
策のための追加コスト 63を考慮している。
今回、ＮＴＴ東日本・西日本からは、モデル上、コア局を含むループを構成する局舎
については災害等による電源途絶の影響が大きいことから、蓄電池の保持時間を７
２時間に長延化すべきとの提案があった。この提案の必要性や妥当性を示す根拠と
して、ＮＴＴ東日本では既に５００ビルの取組実績があるとの説明があった。しかし、そ
れらは必ずしも蓄電池のみによるのではなく、蓄電池と発電装置を組み合わせて７２
時間保持可能な予備電源としているものであり、また当該ビルにおける具体的な蓄
電池保持時間の把握には至らなかった。
専ら蓄電池による対応を前提として保持時間を７２時間とすることの必要性や、既
設の災害対策項目との重複有無については確認ができていないことからモデルへの
反映は見送る。
なお、上述の通り、通信設備の予備電源に係る制度見直しにより努力義務化され
るもの（大規模な災害の対策拠点となる都道府県庁等をカバーする通信設備の予備
電源は「少なくとも７２時間化」等）については、今後、必要に応じてＮＴＴ東日本・西日
本の取組実績を踏まえモデルへの反映を検討する 64。

63

大規模局では、停電発生時に発電装置の燃料を７２時間維持できるよう「重要通信局」に燃料タ
ンク等を設置するとしている。また、小規模局では、蓄電池保持時間（１０時間）について「１．５時間
以内駆付け不可能局」は１８時間、「災害対策強化局」は３６時間へ長延化している。
64
予備電源の７２時間化等についてモデルへの反映を検討する場合、既設の対策項目「燃料タン
ク等の設置」と重複がないか確認が必要。
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＜災害対策時復旧迅速化の取組のモデルへの反映＞
ＮＴＴ東日本・西日本より、実際に行っている災害対策時復旧迅速化の取組につい
て次のとおりモデルに反映すべきとの提案があった。それぞれの提案に対するモデ
ルへの反映有無及びその考え方を以下に記載する。（表５－３２）
表５－３２ 災害対策時復旧迅速化の取組に係る提案一覧
提案

モデルへの反映有無

④ 前線基地拠点ビル（災害発生時に他エリアからの広域支援
部隊を受け入れ、復旧準備等を行うための活動拠点）は、保
有すべき設備量（駐車スペース、復旧作業スペース等）を追加

なし

する。
⑤ 復旧迅速化の観点から現にＮＴＴ東日本・西日本で保有して
いるモバイルＵＭＣ（き線点ＲＴ等の代替装置）等を設置する。
⑥ 復旧迅速化の観点から現にＮＴＴ東日本・西日本で活用して
いる移動電源車を設置する。

一部反映

なし

⑦ 事後設置型の特設公衆電話（災害発生時に衛星通信機器
による特設公衆電話の通話を可能とするための事後設置型

一部反映

の設備）のコストを追加する。

＜モデルにおける災害対策コストの考え方＞
ＬＲＩＣモデルは、現時点で利用可能な最も低廉で効率的な設備構成を想定した場
合の年間コストを算定するものであるが、安全・信頼性の観点から具備すべき機能と
して事業用電気通信設備規則の規定を考慮している。現行ＩＰモデルでは、それらに
加え、災害対策や中継伝送路の予備ルートの追加に係るコストを考慮している。
これは、第六次ＬＲＩＣモデル検討時、ＮＴＴ東日本・西日本において東日本大震災
以降、より信頼性の高いネットワークを構築するための取組が進められていることを
踏まえ、特定事業者の実績をそのままモデルに反映することはモデルの考え方に馴
染まないものの、モデルの考え方に沿った効率的な反映方法を用いて最低限必要な
範囲について考慮することとしたものである。
第七次ＬＲＩＣモデル検討時、新たに実施した災害対策コストを、毎年の接続料算定
時の入力値見直しに併せて反映することについて、既にモデルに反映されている対
策項目、実施内容及び対象範囲に係る考え方と整合するものであれば、これを認め
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ることが適当であるとした。モデルの考え方と整合するかどうかは、各案件の対策内
容、都道府県名、ビル名、投資額及び実施年度等を確認することによって行っている。
こうしたプロセスを経て、例えば停電対策のうち「燃料タンク等の設置」は、既に１２９
ビルをモデルへ反映している。【資料１４】
災害対策コストのモデルへの反映方法について、例えば発電装置に必要な燃料タ
ンク等の設置の場合は、発電装置の kVＡ当たり取得単価を補正することにより行っ
ている。

■

停電対策に伴う発電装置単価の補正額

＝ 燃料タンク等対策コスト（NTT 東西の実績）／発電装置施設ビルにおける総電力量
（NTT 東西の実績）
× 発電装置ｋＶＡ当たり取得単価（第二次モデル入力値）／発電装置ｋＶＡ当たり取得単価
（第二次モデルにおけるＮＴＴ東西からの提案値）
■

災害対策コストを反映した発電装置ｋＶＡ当たり取得単価

＝ 発電装置ｋＶＡ当たり取得単価 ＋ 停電対策に伴う発電装置単価の補正額

発電装置の投資額のうち音声系に係るものは、補正後の発電装置 kVＡ当たり取
得単価に音声系発電装置所要容量を乗じて算定しており、これによって音声系／デ
ータ系の按分が行われている。また、発電装置等の局舎設備に係るコストは、所用電
力等のコストドライバによりネットワーク設備区分別の各設備へ配賦しており、これに
よってＴＳ／ＮＴＳコストの分計が行われている。
上記を踏まえつつ、今回提案のあった各事項について次の観点からモデルにおけ
る考慮の妥当性を確認した。【資料１５】
a. ＮＴＴ東日本・西日本（等の電気通信事業者）における使用・保有等の実績、経
年トレンド
b. ＮＴＴ東日本・西日本（等の電気通信事業者）の実施計画及び関連規定
c. モデル上、想定される他の効率的な対策方法への代替可能性
d. モデルへの反映方法と適用範囲の妥当性・必要性、反映済み対策項目との重
複有無
e. 平時における使用等、他目的使用との切り分け
＜④前線基地拠点ビルにおける駐車スペース等を確保＞
ＮＴＴ東日本・西日本から、災害発生時に復旧準備等を行うための活動拠点（前線
基地拠点）の確保・整備を実施しているところ、これをモデルへ反映すべきとの提案
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があった。具体的には、前線基地局として該当するモデル上の８５ビルに対し、活動
拠点に必要となるスペース（駐車スペース６３０ｍ２、建物付帯設備面積２８８ｍ２）を加
算するというものである。
この活動拠点に必要となるスペースの考え方について、駐車スペースは熊本地震
や西日本豪雨における実績、建物付帯設備面積はこれまでの経験等を基に計算し
たとの説明があった。他方、取組実績として示された８５ビルでは、必ずしもこれら必
要スペースを十分に確保しているわけではなく、不足分は概して近隣の小学校等の
スペースを無償で借りることで補っているとの説明があった。また、平時の利用方法
について、全部併用・一部併用・併用なしとビルによって様々であるものの、併用あり
の場合であっても概して社内利用であるため収益は発生していないとの説明があっ
た。
提案された必要スペースと取組実績としての８５ビルは必ずしも直接対応してはお
らず、少なくとも近隣の小学校等スペースを無償で借りている分についてはコストが
発生していない。また、収益が発生していなくとも他目的使用をしている場合は、それ
との切り分けがなされるべきであるが、どのような用途との按分で、どのような割合で
の按分なのか、各ビルの実態を把握するには至っていない。
以上、活動拠点として必要となるスペースの確保は、社会全体の効率性の観点か
らすれば、各地域の条件に応じて柔軟に調達されることが望ましく、非常時に必要な
スペースを占有することを前提にコスト計上することは、効率的な反映方法を用いて
最低限必要な範囲について考慮するというモデルでの災害対策コストの考え方に必
ずしも合致しているとは言えない。また、ビルによって必要スペースの確保や運用の
実態は様々であり煩雑であるが、仮にそれらについて何かしら算定ロジックを整理し
たとしても算定コストに与える影響は限られている 65ところ、モデル簡素化の観点 66か
らもモデルへの採用は見送る。
＜⑤モバイルＵＭＣ等を設置＞
ＮＴＴ東日本・西日本からは次のとおり、災害により伝送路設備や収容設備が被災
した場合にその代替となる設備で、現にＮＴＴ東日本・西日本が保有・活用しているも
のをモデルに反映すべきとの提案があった。（表５－３３）

65

提案では、活動拠点としての必要スペースを機械室土地面積に反映するとしているところ、モデ
ルのコスト算定において、機械室土地面積は固定資産税には影響するが、減価償却費や施設保
全費には直接の影響はなく、算定コストへの影響は限られているものと考えられる。
66
基本的事項「５ 算定条件の中立性」（詳細条件は費用算定の観点から必要な程度において考
慮）
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表５－３３ モバイル UMC 等の設置

モバイルＵＭＣ

用途

モデルへの反映方法

対象モデル

き線点ＲＴ等が

投資額： き線点遠隔収容装置ユ

ＩＰ－ＬＲＩＣモデル

被災した場合

ニット単価への災害対策増分単

ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモ

の代替装置

価の加算

デル

保管スペース： 機械室土地面積
への災害対策機器保管面積の
加算

可搬型デジタ

伝送路が被災

投資額： 加入者系光ケーブル延

した場合の代

長１ｋｍ当たり投資額（架空・地

ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモ

替装置

下）への災害対策増分単価の加

デル

ＩＰ－ＬＲＩＣモデル

算

ル無線装置

保管スペース： 機械室土地面積
への災害対策機器保管面積の
加算

（参考）
非常用可搬型
加入者線収容
装置

ＲＴ局が被災し

投資額： 遠隔収容装置（大）単価

た場合の代替

への災害対策増分単価の加算

装置

ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモ
デル

保管スペース： 機械室土地面積
への災害対策機器保管面積の
加算

提案された災害対策については、事業用電気通信設備規則第７条の応急復旧機
材の配備に関する規定 67に基づき実施されており妥当性を有する。また、東日本大
震災以降の大規模災害の頻発に鑑み、近年 NTT 東日本・西日本において配備を強
化していることを踏まえ、そのコストについては入力値の見直しによりモデルに反映
することとする。
他方で、保管スペースに関しては、「④前線基地拠点ビルにおける駐車スペース等
を確保」における考え方に加え、機械室土地面積への加算はモデルの改修を伴う（入
力値の見直しによる反映が困難である）ところ、モデル簡素化の観点からもモデルへ
67

事業用電気通信設備規則第７条第２項 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事
業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合における応急復旧工事、臨時の
電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又は
これに準ずる措置がなされていなければならない。
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の反映は見送る。
災害対策コストのモデルへの反映方法は、
• 災害対策コストの実績を、代替設備の単価に換算
• 実績の投資単価をモデルで用いる投資単価に補正
することとし、具体的には次の補正方法により災害対策コストを現行の入力値に加算
する。
なお、非常用可搬型加入者線収容装置は、次期ＩＰモデルの設備構成で想定しな
い装置の代替設備であり、本見直し検討の対象となるものではないが、ＰＳＴＮ－ＬＲＩ
Ｃモデルの設備構成では想定される装置であることから、モバイルＵＭＣ及び可搬型
デジタル無線装置と同様に扱うことが妥当と考えられる。（表５－３４）
表５－３４ モデルへの反映方法
モデルへの反映方法
■災害対策コストを反映したき線点遠隔収容装置ユニット単価
＝き線点遠隔収容装置ユニット単価（現行入力値）＋き線点遠隔収容装置ユ
ニット単価の補正額
■き線点遠隔収容装置ユニット単価の補正額
＝モバイルＵＭＣ投資額実績合計（き線点遠隔収容装置分）（ＮＴＴ東西の実
績）／き線点遠隔収容装置設置台数合計（ＮＴＴ東西の実績）
モバイルＵＭＣ

×き線点遠隔収容装置ユニット単価（第二次モデル入力値）／き線点遠隔収
容装置ユニット単価（第二次モデルＮＴＴ東西提案値）
■モバイルＵＭＣ投資額実績合計（き線点遠隔収容装置分）（ＮＴＴ東西の実績）
＝モバイルＵＭＣ投資額実績合計（ＮＴＴ東西の実績）×き線点遠隔収容装置
投資額合計（ＮＴＴ東西の実績）
／（き線点遠隔収容装置投資額合計（ＮＴＴ東西の実績）＋遠隔収容装置
（小）投資額合計（ＮＴＴ東西の実績）
※ 災害対策コストを反映した遠隔収容装置（小）ユニット単価も同様に計算。
■災害対策コストを反映した加入者系光ケーブル延長１ｋｍ当たり投資額
＝加入者系光ケーブル延長１ｋｍ当たり投資額（現行入力値）＋加入者系光

可搬型デジタ
ル無線装置

ケーブル延長１ｋｍ当たり投資額の補正額
■加入者系光ケーブル延長１ｋｍ当たり投資額の補正額
＝可搬型デジタル無線装置投資額実績合計（ＮＴＴ東西の実績）／光ファイバ
総延長（ＮＴＴ東西の実績）
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×加入者系光ケーブル延長１ｋｍ当たり投資額（現行モデル入力値）／加入
者系光ケーブル延長１ｋｍ当たり投資額（現行モデルＮＴＴ東西提案値）

■災害対策コストを反映した遠隔収容装置（大）ユニット単価
＝遠隔収容装置（大）ユニット単価（現行入力値）＋遠隔収容装置（大）ユニッ
（参考）
非常用可搬型

ト単価の補正額
■遠隔収容装置（大）ユニット単価の補正額

加入者線収容

＝非常用可搬型加入者線収容装置投資額実績合計（ＮＴＴ東西の実績）／遠

装置

隔収容装置（大）設置台数合計（ＮＴＴ東西の実績）
×遠隔収容装置（大）ユニット単価（第二次モデル入力値）／遠隔収容装置
（大）ユニット単価（第二次モデルＮＴＴ東西提案値）

＜⑥移動電源車を設置＞
今回、ＮＴＴ東日本・西日本から、現に保有及び活用している移動電源車をモデル
に反映すべきとの提案があった。
現行ＩＰモデルでは、広域かつ長時間の停電発生時、小規模局において蓄電池に
加えさらなる電源を確保するため、全国設備として可搬型発動発電機を４０台配備す
るとしている。これは、第六次モデル検討時、ＮＴＴ東日本・西日本から提案のあった
移動電源車について、車両部分を除いた可搬型発動発電機の部分をモデルに反映
することとしたものである。モデルにおける可搬型発動発電機の配備台数は、ＮＴＴ東
日本・西日本の実際の保有台数ではなく、東日本大震災発生時におけるＮＴＴ東日
本・西日本の実際の稼働台数を基に設定 68している。
したがって、ＮＴＴ東日本・西日本の移動電源車に係る提案は既にモデルへ反映済
みと考えられる。また、東日本大震災以降の他の災害事例を踏まえても、現行のモデ
ルにおける配備台数は過少とは言えないことから新たな見直しは行わない。
＜⑦事後設置型の特設公衆電話を追加＞
ＮＴＴ東日本・西日本から、災害時の避難施設等での早期通信手段確保及び帰宅
困難者の連絡手段確保のため、特設公衆電話の事前配備に加え衛星通信による事
後設置型の特設公衆電話も配備を進めているところ、それをモデルへ反映すべきと
の提案があった。

68

具体的には、東日本大震災発生時に稼働した可搬型発動発電機のうち、ＲＴ局以外の局舎へ
の給電活動に用いられたものを除いた台数。
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現行ＩＰモデルでは、事前設置型の特設公衆電話について、その加入者回線は平
時も現用回線として運用していることを踏まえ、モデル回線需要に追加することにより
モデルへ反映している。この場合、特設公衆電話の回線数は第二種公衆電話の回
線数へ加算されることから、ユニバーサルサービスコスト算定上、影響は生じない。
今回のＮＴＴ東日本・西日本の提案は、アナログ公衆電話単価に増分単価を加算し
アナログ公衆電話投資額へ反映させるというものであるが、この場合、ユニバーサル
サービスコスト算定に影響が生じることが想定される。しかし、事後設置型の特設公
衆電話はユニバーサルサービスとはなっていないため、これらコストをどのように区
分するかの整理が必要となる。
これについて、ＮＴＴ東日本・西日本からは、本提案は、既に反映されている事前設
置型の特設公衆電話と全く同じ扱いとすることを趣旨とするものであり、提示したモデ
ルへの反映方法は想定されるものの１つであるとの説明があった。
事前設置型も事後設置型も災害時に無料で利用可能な公衆電話サービスを提供
する点において同じであるところ、モデル簡素化の観点から、既に反映している事前
設置型の特設公衆電話に係る入力値の見直し（回線数への加算）によりモデルへ反
映する。
なお、事前設置型の特設公衆電話の費用負担については事業者間での議論のプ
ロセスがあったが、事後設置型の特設公衆電話はそうした事業者間での議論のプロ
セスがないことから、両者のコストの扱いは異なるとの意見があった。これは、モデル
で考慮する事後設置型の公衆電話の回線数の妥当性に係る問題であるとも考えら
れるところ、モデルへの反映に当たっては事後設置型の特設公衆電話の回線数が、
事前設置型の特設公衆電話の回線数に対して過剰となっていないことを前提とする
ことが適当である。

■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
○ 実際に行っている通信ネットワーク強靱化の信頼性向上の取り組みをモデルに
反映する。（ＮＴＴ東日本・西日本）
① 重要拠点ビル（物理的な伝送路が経由するループ構成の結節点となるビル）
は経済比較によらずコンクリ複数階とする。
② 実網の離島伝送区間の一部（豊見城～南大東）における異経路でのループ構
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成をモデルに反映する。
③ 電源途絶の影響が大きい伝送拠点ビル（コア局を含むループを構成するビル）
の蓄電池保持時間を７２時間に延伸する。
○ 実際に行っている災害時復旧迅速化の信頼性向上の取り組みをモデルに反映
する。（ＮＴＴ東日本・西日本）
④ 前線基地拠点ビル（災害発生時に他エリアからの広域支援部隊を受け入れ、
復旧準備等を行うための活動拠点）は、保有すべき設備量（駐車スペース、復
旧作業スペース等）を追加する。
⑤ 復旧迅速化の観点から現にＮＴＴ東日本・西日本で保有しているモバイルＵＭ
Ｃ（き線点ＲＴ等の代替装置）等を設置する。
⑥ 復旧迅速化の観点から現にＮＴＴ東日本・西日本で活用している移動電源車
を設置する。
⑦ 事後設置型の特設公衆電話（災害発生時に衛星通信機器による特設公衆電
話の通話を可能とするための事後設置型の設備）のコストを追加する。
【主な意見】
○ 保有実績のみでは説得力が薄いので、過去の使用実績等から必要な設備量を
ご提示いただく必要がある。（有識者）
○ 必要設備について、音声系に特化したものなのか、データ系と設備共用するもの
なのかご提示いただきたい。（有識者）
○ 実際網での構築実績や実施計画をお示しいただきたい。（ＫＤＤＩ）
○ 災害対策は少し無駄がないと過小な対策になりかねない。ただ、全て実績額でよ
いかと言われると、非効率性を排除するようなチェックの仕組みを確立する必要が
ある。（有識者）
＜通信ネットワーク強靱化の信頼性向上／①重要拠点ビルは経済比較によらずコン
クリ複数階＞
○ モデルでは小規模サブループや山間部のスター構成等あり、ループ結節点によ
って需要規模が異なるのではないか。（ＫＤＤＩ）
○ 実網ではエッジに近いループ結節点のビルも全てコンクリ複数階なのかお示しい
ただきたい。（ソフトバンク）
○ 需要規模が小さく重要度が低いところも無視できない。また、物理的な要素以外
での基準設定は困難ではないか。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ モデルではループ結節点が複数ビルで重複しており複雑。該当ビルは相当程度
存在すると思われ、規模感を踏まえた検討も必要。（ＭＲＩ）
○ コンクリ複数階によるビルの強靱化が本当に経済的な方法と言えるか、コア局に
ポートを並べるなど他に方法がないか検討いただきたい。（有識者）
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＜通信ネットワーク強靱化の信頼性向上／③伝送拠点ビルの蓄電池保持時間を延
伸＞
○ 東日本では全体の約１５％に当たる約５００ビルで実施済みで、今後さらに強化を
図る見込み。西日本は具体的な計画はないが、今後対策を拡大していく方針。（Ｎ
ＴＴ東日本・西日本）
○ 西日本では、場所をとる蓄電池ではなく、より安価な発電装置の燃料タンクの方
で 72 時間化を図っている。リチウムイオン電池等の新しい電池によってスペースを
効率化できるなら利用可能性は否定されない。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ 予備電源保持時間の長延化に関しては、ＩＰネットワーク設備委員会でも案が出
てくるので、技術基準等が変わるならば反映しないといけないというイメージは持っ
ている。それも踏まえて検討いただきたい。（有識者）
○ これまでの災害対策の延長としてＮＴＴ東日本・西日本の実態に則して反映すべ
きではないか。（ＫＤＤＩ）
○ 実績における伝送拠点ビルが約５００ビルということだが、仮にＮＴＴ東日本・西日
本提案を基にモデルに反映したときに、あまりにも実績と乖離するようであれば、
結果を見ながら検討する必要があるのではないか。（ソフトバンク）
○ 専ら蓄電池による対応を前提とした保持時間７２時間化は反映を見送ることとさ
れているが、元々蓄電池の配備としてご提案したのは、そちらの方が安いと考えて
提案したもの。エンジンとの組合せの方がより安く提供できるのであれば、それを
否定するものではない。（ＮＴＴ東日本・西日本）
＜災害時復旧迅速化の信頼性向上／④前線基地拠点ビルにおける駐車スペース等
を確保＞
○ 実績で言えば８５ビルを上回る。前線基地拠点ビルは、重要な回線の確保と被災
状況の確認のため、１～１．５時間程度で人員が駆付けられるように配置している。
（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ 前線基地局に用いているスペースは、平時も前線基地局用に確保し続けている
場合と、平時は他目的で利用している場合がある。（ＮＴＴ東日本・西日本）
○ 平時に別用途に利用するなど効率的に運用している場合には、コストドライバを
設け費用按分する等のモデル反映方法の検討が必要。（ソフトバンク）
○ 実際の調達の一部は無償で自治体から借りているので、発生しない費用を網使
用料としては含めるべきという提案になっている。（ＫＤＤＩ）
○ どうしても駐車スペースが担保できない場合にのみ自治体の理解を元に借りてい
ることを踏まえると、一部が自治体の無償貸与によって確保されていることを理由
に、反映を見送ることは納得できない。（ＮＴＴ東日本・西日本）
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＜災害時復旧迅速化の信頼性向上／⑤モバイルＵＭＣ等を設置＞
○ データ系と音声系の加入者比率によって按分するとの提案だが、トラヒック比等
他の按分比率も考えられるのではないか。（ソフトバンク）
○ データ系と音声系の按分については、一つの筐体で PSTN と IP を別々の方式で
伝送しているため、加入者数比で按分することが適当と考える。（ＮＴＴ東日本・西
日本）
＜災害時復旧迅速化の信頼性向上／⑥移動電源車を設置＞
○ ＮＴＴグループ主要４社で移動電源車４００台を集約・共用化する旨の報道がなさ
れているが、事実か。仮に共用の可能性がある場合は、受益との兼ね合いから投
資額やコスト配賦のドライバでどのように考慮するのか。（ＫＤＤＩ）
○ 提案している台数については、当社が現に保有しているものであり、将来的に共
用するかによってモデルでの扱いが変わるものではないと考える。（ＮＴＴ東日本・
西日本）
○ 提案台数の妥当性及び活用事例における利用台数について説明して欲しい。（ソ
フトバンク）
○ 統計的手法により設備量を算定する方法もあり得るが、近年の災害激甚化を受
けて、災害のトレンド予測が困難であることから、現に保有する設備量を提案して
いる。なお、台風１５号の対応では、NTT 東西が保有している移動電源車だけでは
対処し切れず、社外から借り受けた移動電源車も活用したことを考慮すれば、保有
台数は必要最小限の数量と考える。（ＮＴＴ東日本・西日本）
＜災害時復旧迅速化の信頼性向上／⑦事後設置型の特設公衆電話を追加＞
○ 災害時における特設公衆電話の受益者は、通常の商用サービスにおける公衆
電話の利用者とは異なり、公衆電話の単価費用として見込むのは不適切ではない
か。（ＫＤＤＩ）
○ 第七次モデル検討において、事前設置型の特設公衆電話をモデルへ反映するこ
とについて整理した経緯がある。事後設置型の特設公衆電話に係る本提案も同様
ではないか。（ＮＴＴ東日本・西日本）
〇 特設公衆電話を非常用電源と同じように局舎インフラに必要な費用の一部として
考慮できたらリーズナブルではないか。（有識者）
〇 特設公衆電話の必要性や規模は以前よりも高まっていると思われるが、事前設
置型の特設公衆電話に係る過去の整理を同じように今回も適用できるかは議論の
余地がある。（有識者）
○ 事前設置型の特設公衆電話は、費用負担について事業者間で議論して決めた
経緯がある。事後設置型の特設公衆電話については、費用負担について、事業者
間で議論していない。まずは、誰が費用負担すべきという議論をしてから、その結
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果に基づき網使用料に入れるか否かの整理を付けるべきではないか。（ＫＤＤＩ）
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特別損失の扱い
ＮＴＴ東日本・西日本から、モデルの対象設備に係る特別損失を接続料原価へ反
映すべきとの提案があった。
接続料原価への特別損失の算入に関しては、実際費用方式に基づく接続料原価
において、平成２４年度から平成２６年度までの接続料原価における東日本大震災に
起因する災害特別損失の算入（ＮＴＴ東日本）、及び平成３０年度の接続料原価にお
ける熊本地震に起因する災害特別損失の算入（ＮＴＴ西日本）の例がある 69。
また、長期増分費用方式に基づくユニバーサルサービスコストの算定では、東日
本大震災に起因する災害特別損失（平成２２年度から平成２５年度までのユニバー
サルサービスコスト、ＮＴＴ東日本）、熊本地震に起因する災害特別損失（平成２８年
度及び平成２９年度のユニバーサルサービスコスト、ＮＴＴ西日本）を考慮した例があ
る 7071。この場合の特別損失の考慮は、特別損失のうち算定対象に相当するものの
額を費目別・設備別に分計し、施設保全費や撤去費等の入力値に加算することによ
って行われている。
モデルの対象設備に係る特別損失を接続料原価へ反映させるかどうかはプライシ
ングの議論であるが、仮に反映させることを想定しても、まずはユニバーサルサービ
スコスト算定におけるこれまでの考慮の方法と整合を図ることを検討すべきである。
それを踏まえれば、少なくとも今回の検討においてモデルの見直しを行う必然性は
認められない。

69

特別損失は、電気通信事業会計規則上、電気通信事業損益に含まれておらず、接続会計にも
計上されていない。第一種指定電気通信設備接続料規則上、実際費用方式に基づく接続料原
価は、接続会計の設備区分別費用明細表に記載された費用とされている。このため、特別損失
を接続料原価に算入するためには、第一種指定電気通信設備接続料規則第３条ただし書の許
可を受ける必要がある。東日本大震災に起因する災害特別損失に係る当該許可の申請に当た
り、ＮＴＴ東日本は、被災した第一種指定電気通信設備の除却損、撤去費用、応急復旧・現状復
旧及び復旧に係る人的・物的支援に係る費用が大半であり、当該費用は第一種指定電気通信
設備の維持・運営に係る営業費用と同一のものであること等を理由として挙げている。
70
特別損失をユニバーサルサービスコストに算入するためには、算定規則第３条ただし書の許可
を受ける必要がある。
71
災害特別損失以外でも、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄に起因する特別損失（平成 25 年度か
ら平成 27 年度までのユニバーサルサービスコスト、ＮＴＴ東日本・西日本）を考慮。

116

■モデル見直しに係る主な提案及び意見
【主な提案】
① モデルの対象設備に係る特別損失を接続料原価へ反映させる。反映方法とし
て次の２案が考えられる。（ＮＴＴ東日本・西日本）
• モデルのロジックに特別損失に係る入力値を予め組み込む。
• 特別損失が発生した年度の翌々年度の接続料認可申請時に、接続料原
価へ特別損失の実績額を加算する。
【主な意見】
○ 災害が増加する中で、特別損失の計上費目について、営業費用に戻して原価算
定することができるモデルとするのは、一つの考え方としてあると思う。ただ、制度
上は、第一種指定電気通信設備接続料規則第３条ただし書きの規定に基づく許可
（以下「第３条許可」という。）申請は事業部会を通す必要があるので、それを通さ
ずに算定してしまうという点については議論の余地がある。（有識者）
○ コストは正常な状態で通常のサービス提供を行うのに失った価値犠牲。特別損
失は異常な状態で発生するロスであることを踏まえると、これをモデルに組み込ん
で恒常的にコストとして算定可能とするのは違和感がある。第３条許可申請による
方法がよいのではないか。（有識者）
○ 例年のトレンドカーブから想定される額が分かれば、モデルに組み込むという考
え方もある。（有識者）
○ 災害対策と特別損失は、備えと備えにも関わらず発生してしまったものという関
係であり、どこまでをモデルに組み込むとするのか、提案内容を整理したい。（ＮＴＴ
東日本・西日本）
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䕔 䠪䠰䠯䝁䝇䝖䛾䛖䛱䚸䛝⥺Ⅼ䠮䠰䠉䠣䠟㛫ఏ㏦㊰䝁䝇䝖䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝᥋⥆ᩱཎ౯䛻䠍䠌䠌䠂⟬ධ䚹
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Ⅸ૰‥Ⅹ

ứữỦỠᾦᾋᾯἿைនᎷᏻếửỰựừƆứữỦỠᾦᾋᾯỀ
䝰䝕䝹

㐺⏝ᖺᗘ

䛺ᨵゞෆᐜ

䝁䝇䝖䜈䛾ᙳ㡪➼

۟ͳց႗ὀฤẪᏲ࿚ὀӍᑕὖὶ̵ᾛᾰឦᾲώᾈὴὀՕ႗ց

੫ὤనἩἱЯฤ

भસṜṠमॅ
ዷΗญ
ͳᏐϞᥙࡣᄅොᓟὀὸᾍጛࠪἺἥἽϡἘỮửủឦᑕࢂὖᥰឦѰẪᭇࢻὸᾍጛࠪὀᆸἩ ௺ὀὧᾸᾕᾸᾎᾰᝰᎣὀጛࠪὅ੫ὤనἩἱЯฤ
Ǘ
ᾧᾌᾰ
भસṜṡमॅ ͜ᦽឦѰὀᎸ༌ᆌᒏᄅमὀӍୗពὅୗពࡠᡉឦѰὀଖݸẪឦЩҹᡰὀጛࠪຣὀ ੫ὤనἩἱЯฤ
ᆸἩ

ዷ͡ญ
ᾧᾌᾰ

௺૰૬ԞὤᒉἩἱᎸ༌ᆌᒏᄅमὀᆸἩỀᾌώᾄᾰΦ୫ොẪጣᣀዿề
भસṜṢमॅ
ᾌ̵ᾄ᎐ὺ̵ᾘἺὀឦѰӀᄅὀన
Ǘ
भસṜṤमॅ
ᾫᾐᾕ̵ὺᾰὺ̵ᾘԞॅἽЛὝܵࡠᡉὸᾍὀጛࠪᾲώᾈὴὀЯỀࢂᔾ֢ϫὀጛࠪề

Ꮈ༌ᆌᒏᄅमὀ०᫆Ἵὸᾍ༔
ឦѰӀᄅὀଖݸἽϞᥙᑕẮϞᥙᣀዿὀὸᾍ༔
ጛ֢ࠪϫὀ፻ց

ዷہญ
ᾧᾌᾰ

भસṝṛमॅ Φ୫ොឦѰὀᏚଢ०؞ἽϡἘὸᾍὀనỀЯႶὸᾍዿề
Ǘ
भસṝṝमॅ Ꮈ༌ᆌᒏᄅमὀᦖฤցỀΦ୫ොᾂᾚᾍὫὬὧẪҫᾚὦὩᾕề

ὸᾍᝰᎣὀᥗՉἽΦ୫ොὀὸᾍܾՉ

ዷΛญ
ᾧᾌᾰ

भસṝṞमॅ ՉҸ᭑ៃὀۂᏲጛࠪຣὀݪ౺ẪụỡỀՉҸᒋΦ୫ොềἺỰỲỀᦐᬞ࠻אᑕềὀឦᑕܒ༿
ὀᆸἩẪụỡἽЛὝឦЩҹᡰὀᆸἩ
Ǘ
भસṝṟमॅ ͜ᦽឦѰὀᎸ༌ᆌᒏᄅमὀᆸἩ

ࠡГἼỰỲὀᄅܾἚὝἥἺἹՉҸᒋΦ୫ὀὸᾍ༔
ẪụỡἽЛὝឦЩҹᡰὀᆸἩἽὸᾍ༔

ዷҾญ
ᾧᾌᾰ

भસṝṠमॅ ۂᏲὀ༔ἽࡠἩἱᾒᾈᾍᾴ̵ὴඦસἽᆸἫἱὓẪࢂឦᑕỤỰỲὤҸ
Ǘ
भસṝṢमॅ ಽఎಚݸ᭕࿌ὤᣈὐἚ࿌࠶ࡠገỀͳᏐϞᥙᣀὀΓѰᾰ̵ᾍẪࢂᔾὀ࿌࠶ࡠገዿềὀన

ࠡГἼࢂឦᑕỤỰỲὀҸἽՉҸᒋΦ୫ὀὸᾍ༔

ᾔᾛොᓟἺἩἸͳᏐΦ୫ොὤԙᄅἫὝᥩЫỀủỡᾍᾮᾸώᾈᾍ؝ềὤὸᾍጛࠪࡠᡉἽᥗՉ
भસṝṣमॅ
Ǘ
ụỡἺỰỲὀឦᑕܒ༿ὀ፻ց
भસṞṛमॅ
࿌࠶ࡠገὀᥗՉỀΓѰᾰ̵ᾍṚۂᾰ̵ᾍẪࢂᔾẮἺἘᦈὀ࠶Ắ໘ࡠገẪထ௮ᾄᾸὴܾឦዿề

᭒ᝰܾἽϡἘͳᏐΦ୫ොὀὸᾍܾՉὅ୕Ꮡ௮༔

ዷ͞ญ
ᾧᾌᾰ

ዷҼญ
ᾧᾌᾰ

Ꮈ༌ᆌᒏᄅमὀ०᫆Ἵὸᾍ༔

Ꮈ༌ᆌᒏᄅमὀ०᫆Ἵὸᾍ༔

ὸᾍᝰᎣὀᥗՉἽὸᾍܾՉ

ψؤҥमॅ ᭑ՆឦѰዿὀᒏᄅमὀᆸἩ
Ǘ
ψؤỘमॅ ỰỲࢂὀᘙ᭑Щଢసὀ᫆०ց

ឦᑕܒ༿ὀ፻ցἽՉҸᒋΦ୫ὀὸᾍ༔
ὸᾍᝰᎣὀᥗՉἽὸᾍܾՉ
Ꮈ༌ᒏᄅमὀ०᫆Ἵὸᾍ༔
ὸᾍᝰᎣὀᥗՉἽὸᾍܾՉ

Ⅸ૰…Ⅹ

ừựỰίώᾌἿᏐ௭ֻГὉἿρಃἙ

Ṻ ᾝᾣᾢἅἋἚỉạẼẨዴໜᾡᾣὼᾖᾒ᧓ˡᡛែἅἋἚỆếẟềỊẆἸἝἢὊἇἽἇὊἥἋСࡇểỉ᧙̞ẦỤẆМဇᎍਃử᠉ถ
ẴỦẺỜẆᵐᵎ࠰ࡇˌᨀẆዓ૰Ҿ̖Ệ˄ஆảửᘍẾềẟỦểẮỨẇ
ᾀᾆ࠰ࡇˌᨀỉዓ૰ምܭỉנụ૾Ệếẟề ሉဎίᵏᵔ࠰ᵏᵎஉὸ
䕿㏻ಙ㔞䛾ῶᑡഴྥ䛜⥅⥆䛩䜛䛣䛸䛜ඹ㏻䛾⌮ゎ䛸䛺䛳䛶䛔䜛⌧Ⅼ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䠪䠰䠯䝁䝇䝖䜢᥋⥆
ᩱཎ౯䛛䜙᥍㝖䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹
䕿䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉䠪䠰䠰す᪥ᮏ䛾ᇶᮏᩱᨭ䛻㐣ᗘ䛾ᙳ㡪䜢䛘䛺䛔䛯䜑䛻䛿䚸䠪䠰䠯䝁䝇䝖䜢㻡ᖺ㛫䛷
ẁ㝵ⓗ䛻᥋⥆ᩱཎ౯䛛䜙㝖䛝䚸ᇶᮏᩱ䛻䛡᭰䛘䜛䛣䛸䛜㐺ᙜ䚹
ᾁ࠰ࡇˌᨀỉዓ૰ምܭỉנụ૾Ệếẟề ሉဎίᵏᵗ࠰ᵗஉὸ

䠪䠰䠯䝁䝇䝖䛾᥋⥆ᩱཎ౯䜈䛾⟬ධ㢠᥎⛣
㻝㻛㻡 㻞㻛㻡 㻟㻛㻡 㻠㻛㻡 㻡㻛㻡
㻴㻝㻞
䠪䠰䠯䝁䝇䝖

㻴㻝㻢
㻴㻝㻣
㻴㻝㻤

䠄䠪䠰䠯䝁䝇䝖⥲㢠䠅

㻟㻘㻠㻤㻠൨䠄㻟㻘㻠㻤㻠൨䠅
㻞㻘㻢㻞㻜൨䠄㻟㻘㻞㻣㻡൨䠅

䛝⥺Ⅼ䠮䠰䠉䠣䠟㛫ఏ㏦㊰䝁䝇䝖௨እ䛾䠪䠰䠯䝁䝇䝖

䕿䠄䠪䠰䠯䝁䝇䝖䛾䛖䛱䠅䛝⥺Ⅼ䠮䠰䠉䠣䠟㛫ఏ㏦㊰䝁䝇䝖䛿䚸䛒䛟䜎䛷䜒ᙜศ䛾㛫䛾ᥐ⨨䛸䛧䛶䚸ᚑ㔞ไ᥋
⥆ᩱ䛾ཎ౯䛻⟬ධ䛧䚸䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉䠪䠰䠰す᪥ᮏ䛾⏝㒊㛛䜢ྵ䜐᥋⥆ᴗ⪅䛜බᖹ䛻㈇ᢸ䛩䜛䛸
䛔䛖ᙧ䛻䛩䜛䛣䛸䜒䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔䚹⃭ኚ⦆ᥐ⨨䛸䛧䛶䚸ᖹᡂ䠎䠌ᖺᗘ䜢䝧䞊䝇䛸䛧䛶ẖᖺᗘ䠎䠌䠂䛪
䛴᥋⥆ᩱཎ౯䛻⟬ධ䛩䜛䛣䛸䛜㐺ᙜ䚹

㻴㻝㻥

䛝⥺Ⅼ䠮䠰䠉䠣䠟㛫ఏ㏦㊰䝁䝇䝖

㻴㻞㻜

㻟㻥㻤൨
䠄㻞㻘㻢㻢㻞൨䠅
㻞㻢㻤൨

㻴㻞㻝

㻟㻢㻢൨ 䠄㻞㻘㻠㻜㻣൨䠅

㻴㻞㻞

㻠㻟㻢൨ 䠄㻞㻘㻝㻟㻢൨䠅

㻴㻞㻟

㻠㻝㻞൨ 䠄㻝㻘㻢㻡㻠൨䠅

㻴㻞㻠

㻟㻢㻠൨ 䠄㻝㻘㻠㻟㻟൨䠅

㻴㻞㻡

㻠㻢㻠൨䈜䠄㻝㻘㻠㻜㻢൨䠅

㻴㻞㻢

㻠㻝㻢൨䈜䠄㻝㻘㻞㻟㻣൨䠅

㻴㻞㻣

㻟㻤㻤൨䈜䠄㻝㻘㻝㻟㻝൨䠅

ᧈفЎᝲဇ૾ࡸỆؕỀẪዓ૰ỉᾁᾇ࠰ࡇˌᨀỉምܭỉנụ૾Ệếẟề ሉဎ
ဎί ᵐᵕ
ဎί
ᵐᵕ
ᵐᵕ࠰ᵗஉὸ
࠰ᵗ

㻴㻞㻤

㻟㻞㻣൨䈜䠄㻝㻘㻜㻝㻢൨䠅

䕿 䛝⥺Ⅼ䠮䠰䠉䠣䠟㛫ఏ㏦㊰䝁䝇䝖䛾ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛿䚸⏝⪅㈇ᢸ䛾ᢚไ䛾ほⅬ䛛䜙䚸ᘬ䛝⥆䛝ᚑ㔞
ไ᥋⥆ᩱ䛾ཎ౯䛻䛭䛾䠍䠌䠌䠂䜢⟬ධ䛩䜛䛣䛸䛿䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔䚹

㻴㻞㻥

㻞㻤㻥൨䈜 䠄㻥㻠㻟൨䠅

㻴㻟㻜

㻞㻢㻢൨䈜 䠄㻤㻢㻞൨䠅

㻾㻝

㻞㻠㻤൨䈜 䠄㻣㻤㻥൨䠅

ᧈفЎᝲဇ૾ࡸỆؕỀẪዓ૰ỉᾁᾂ࠰ࡇˌᨀỉምܭỉנụ૾Ệếẟề ሉဎίᵐᵐ࠰ᵗஉὸ
䕿䠄䛝⥺Ⅼ䠮䠰䠉䠣䠟㛫ఏ㏦㊰䝁䝇䝖䛾ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛿䠅⏝⪅㈇ᢸ㍍ῶ䛾ほⅬ䛛䜙䚸䛒䛟䜎䛷䜒ᙜศ䛾
㛫䛾ᥐ⨨䛸䛧䛶䚸ᘬ䛝⥆䛝ẁ㝵ⓗ᭰䛘䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ᚑ㔞ไ᥋⥆ᩱ䛾ཎ౯䛻䛭䛾䠍䠌䠌䠂䜢⟬
ධ䛩䜛䛣䛸䜒䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔䚹
ᧈفЎᝲဇ૾ࡸỆؕỀẪዓ૰ỉᾁᾄ࠰ࡇˌᨀỉምܭỉנụ૾Ệếẟề ሉဎίᵐᾃ࠰ᵗஉὸ

䕿 䠄䛝⥺Ⅼ䠮䠰䠉䠣䠟㛫ఏ㏦㊰䝁䝇䝖䛾ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䛿䠅⏝⪅㈇ᢸ㍍ῶ䛾ほⅬ䛛䜙䚸䛒䛟䜎䛷䜒ᙜศ䛾
㛫䛾ᥐ⨨䛸䛧䛶䚸ᘬ䛝⥆䛝ᚑ㔞ไ᥋⥆ᩱ䛾ཎ౯䛻䛭䛾䠍䠌䠌䠂䜢⟬ධ䛩䜛䛣䛸䜒䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔䚹䠄ᒁタ
⨨䠢䠮䠰䠉䠣䠟㛫ఏ㏦㊰䝁䝇䝖䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛝⥺Ⅼ䠮䠰䠉䠣䠟㛫ఏ㏦㊰䝁䝇䝖䛸ྠᵝ䛾ᢅ䛔䚹䠅


ᾂᾀ࠰ࡇˌᨀỉዓ૰ምܭỆấẬỦᧈفЎᝲဇ૾ࡸỉᢘဇỉנụ૾Ệếẟề
ᾂ
ᾀ࠰ࡇ
ࡇˌᨀỉ
ࡇˌ
ዓ
ሉဎ
ဎί
ᵑᵎ
ᵑᵎ࠰
ᵎ࠰ᵏᵎ
ᵎஉὸ

䕿 䛝⥺Ⅼ䠮䠰䠉䠣䠟㛫ఏ㏦㊰䝁䝇䝖䛿ᇶᮏᩱ䛾㈝⏝⠊ᅖ䛾୰䛷ᅇ䛩䜛䛣䛸䛜ཎ๎䛷䛒䜚䚸䛂ᅛᐃ㟁ヰ
⥙䛾䛺⛣⾜䛾ᅾ䜚᪉ ḟ⟅⏦䛃䛷ᥦゝ䛥䜜䛶䛔䜛䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝃䞊䝡䝇ไᗘ䛾᳨ウ䛾ᚋ䛻䚸
ᙜヱ䝁䝇䝖䛾ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䚸ぢ┤䛧䜢⾜䛖䜉䛝䚹
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㻾㻞

㻞㻟㻟൨䈜 䠄㻣㻠㻟൨䠅
䈜 ᒁタ⨨㻲㻾㼀㻙㻳㻯㛫ఏ㏦㊰䝁䝇䝖䜢ྵ䜐䚹

Ⅸ૰‧Ⅹ

ዶҼฌ̨̟̄ʴඏᝯƁPSTN-LRIC̨̟̄ʮIP-LRIC̨̟̄ʴ๑ᤈƂ
Ṻ ᵧᵮᵋᵪᵰᵧᵡἴἙἽỊẆᵮᵱᵲᵬᵋᵪᵰᵧᵡἴἙἽửἫὊἋểẲềẆἅỴዡửᾘᾟዡỆፗẨ੭ảẺἴἙἽẇ
⁂⁅⁆⁀‟‾⁄※‵∈⇭∑ನಒᙲ

※⁂‟‾⁄※‵∈⇭∑ನಒᙲ

ዓʙಅᎍ

ዓʙಅᎍ

ьλᎍʩ੭ೞ
ồỉዓ

ɶዒʩ੭ೞ
ồỉዓ

ᵧᵮỆợỦᡫ̮

ʩ੭ೞሁ
ửᾘᾟ҄

Ⴛʝዓໜ

Ⴛʝዓໜ

ᾘᾒޅ

ἅỴޅ
ɶዒʩ੭ೞ
˂ỉ
ɶዒʩ੭ೞồ

ᵫᵥᵵ
ἅỴޅἽὊἑ

Ṡ ɶዒʩ੭ೞᏡ
ᵱ ᵫ
ᵡ ᵥ ᵥ
ᵱ ᵵ ᵡ

˂ỉ
ἅỴޅἽὊἑồ

ṟ ɶዒˡᡛσဇೞᏡ
ᾖᾒޅ

ӓܾޅ
ӓܾޅἽὊἑ
ᵪᵐᵱᵵ

Ṟ ᇢኒʩ੭ೞᏡ

ьλᎍʩ੭ೞ

᪦٣ӓܾᘺፗሁ

Ⴛʝዓໜ

ὉᾜᾖᾦίᾜᾴᾳᾸᾰ ᾖᾰῃᾴᾦᾰῈὸᾉᾘᾟዡểᾟᾢᾣᾝỆấẬỦׅዴʩ੭૾ࡸểử٭੭ẴỦᘺፗ
ὉᾢᾖᾦίᾢᾸᾶ᾽ᾰΆΆᾸ᾽ᾶ ᾖᾰῃᾴᾦᾰῈὸᾉᾟᾢᾣᾝỉԠСࣂ̮ӭểᾘᾟዡỉԠСࣂ̮ӭử٭੭ẴỦᘺፗ
ὉᾛᾁᾢᾦίᾛᾰῈᾴ῁ ᾁ ᾢῆᾸῃᾲᾷὸᾉἙὊἑἼὅἁޖỆấẬỦἣἃἕἚỉኺែửЙૺẲẆ᠃ᡛẴỦᘺፗ

Ὁᾜᾖᾒ ίᾜᾴᾳᾸᾰ ᾖᾰῃᾴῆᾰῈ ᾒι᾽ῃ῁ιΆΆᾴ῁ὸᾉᾢᾖᾦӏỎᾜᾖᾦửἅὅἚἿὊἽẴỦᘺፗ
ὉᾒᾢίᾒᾰΆΆ ᾢᾴ῁ᾴ῁ὸᾉԠСࣂẆьλᎍᇢСࣂẆኺែᢠ৸ẆᛢሥྸሁỉೞᏡửਤếᘺፗ

Ⅸ૰ Ⅹ

ዶҼฌ̨̟̄ʴඏᝯƁIP-LRIC̨̟̄ʴឥѰඥષƂ

Ṻ ᇹοഏἴἙἽίᾘᾟὼᾛᾡᾘᾒἴἙἽὸỂỊẆἙὊἑኒἇὊἥἋểỉᚨͳσဇỆợỦјྙ҄ửᡶỜỦẺỜẆή؏עᾘᾟἇὊἥἋḤᾀᩔᙲỉ
ஊỆợẾềӓܾޅỆᚨፗẴỦӓܾἽὊἑửғЎẇ Ḥᾀ ή؏עᾘᾟዡộẺỊᾝᾖᾝỆợụ੩̓ẰủỦἇὊἥἋẇ
Ṻ ή؏עᾘᾟἇὊἥἋᩔᙲầẝỦئӳḤᾁẆ᪦٣ἇὊἥἋểἙὊἑኒἇὊἥἋửӓܾẴỦσဇӓܾἽὊἑửᚨፗẲẆἙὊἑኒἇὊἥἋ
ểỉᚨͳσဇửᘍạẇộẺẆӓܾޅểἅỴ᧓ޅỉˡᡛᘺፗỊẆợụܾٻỉˡᡛϼྸầӧᏡễᾒᾦᾓᾜửဇίᵮᶍᶇᶌᶒᵋᶒᶍᵋᵮᶍᶇᶌᶒ
ዓὸẇ Ḥᾁ Ắỉ˂ẆᩉỆấẬỦӓܾޅểἅỴ᧓ޅỉˡᡛửዴˡᡛᘺፗӍỊᘓᡫ̮ᚨͳỆợụᘍạئӳờᛆ࢘ẇ
Ṻ ή؏עᾘᾟἇὊἥἋᩔᙲầễẟӓܾޅỉئӳỊẆᇹɡഏἴἙἽểӷಮẆ᪦٣ἇὊἥἋỉỚửӓܾẴỦ᪦٣ӓܾἽὊἑửᚨፗẲẆ
ӓܾޅểἅỴ᧓ޅỉˡᡛᘺፗỊᾟᾣᾝửဇίᵮᾣᾝἼὅἂὸẇ

ᵱᵧᵮἇὊἢሁỉ᪦٣ኒᚨͳ

ἙὊἑኒᚨͳ
σဇἅỴἽὊἑ

ᵡᵵᵢᵫ
ᵡᵵᵢᵫ

ἅỴޅ

ᵮᵲᵬ

ݦဇዴኒ

ᵮᶍᶇᶌᶒᴾ̽ ᶒᶍᵋ ᵮᶍᶇᶌᶒዓ
ᵡᵵᵢᵫ

ᵱᵲᵫᵋᵏᵡᵵᵢᵫ

ݦဇዴኒ

ᵮᵲᵬἼὅἂ

ᵏᵎᵥᶀᵣ

ᵱᵲᵫᵋᵏ

σဇӓܾ
ἽὊἑ

ݦဇዴኒ

ᵪᵐᵱᵵ

ӓܾޅ

᪦٣
ӓܾ
ᘺፗ

ᵮᵲᵬ

ᵥᶀᵣ

᪦٣
ӓܾἽὊἑ

ᵪᵐᵱᵵ
ᵧᵱᵢᵬ
ӓܾ
ʩ੭ೞ

ᵟᵢᵱᵪ
ᘺፗ

ή؏עᵧᵮ
ᘺፗ

ӓܾޅ

ӓܾޅίσဇӓܾἽὊἑᚨፗỉئӳὸ

᪦٣
ӓܾ
ᘺፗ

ᵧᵱᵢᵬ
ӓܾ
ʩ੭ೞ

ᵟᵢᵱᵪ
ᘺፗ

ӓܾޅί᪦٣ӓܾἽὊἑᚨፗỉئӳὸ
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䛺ぢ┤䛧㡯

ᴫせ

䠄䠍䠅䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓᡂ
䠄䠟䠳䠠䠩ᵓᡂ䛾㏣
ຍ䠅

䝕䞊䝍⣔䝃䞊䝡䝇䛸䛾タഛඹ⏝䛻䜘䜛ຠ⋡䜢㐍䜑䜛䛯䜑䚸ගᆅᇦ䠥䠬䝃䞊䝡䝇㟂せ䛾᭷↓䛻䜘䛳䛶ᐜᒁ䛻タ⨨䛩䜛ᐜ䝹䞊䝍
➼䜢༊ศ䚹ගᆅᇦ䠥䠬䝃䞊䝡䝇㟂せ䛜䛒䜛ሙྜ➼䛿䚸ᐜᒁ䛻ඹ⏝ᐜ䝹䞊䝍䜢タ⨨䛧䚸䜎䛯䚸ᐜᒁ䛸䝁䜰ᒁ㛫䛾ఏ㏦⨨䛿䜘䜚
ᐜ㔞䛾ఏ㏦ฎ⌮䛜ྍ⬟䛺䠟䠳䠠䠩䜢᥇⏝䚹䛣䜜䛻క䛔䚸䠟䠳䠠䠩ᵓᡂ䛾䝻䝆䝑䜽䠄㡢ኌᐜ⨨䛾⏝᪉ἲ➼䠅䜢㏣ຍ䚹

䠄䠎䠅㡢ኌရ㉁☜ಖ

䠥䠬䝰䝕䝹䛻䛚䛡䜛㡢ኌရ㉁☜ಖ➼䛾䛯䜑䛾䝻䝆䝑䜽䜢㏣ຍ䚹㡢ኌရ㉁☜ಖ䛿䚸㡢ኌ䝟䜿䝑䝖䛾ඃඛไᚚͤ䛻䜘䛳䛶⾜䛖䛣䛸䛸䛧䚸㍽
㍵ᑐ⟇䛿䚸ཎ๎䛸䛧䛶䚸䛣䛾㡢ኌ䝟䜿䝑䝖ඃඛไᚚᶵ⬟ཬ䜃䠯䠥䠬䝃䞊䝞䛾ྠ᥋⥆ᩘไ㝈䛻䜘䛳䛶ྍ⬟䛷䛒䜛䛸ᩚ⌮䚹
ͤ 䝟䜿䝑䝖ඃඛಀᩘ䛿1.0䛸䛧䛯䚹

䠄䠏䠅Ᏻ䞉ಙ㢗ᛶ䛾☜
ಖ䠄タഛ䛾ᚲせྎ
ᩘ䠅

㡢ኌᐜ⨨䛜䠎ྎ䜎䛷䛾ᐜᒁ䛻䛿䚸䝰䝕䝹ຠ⋡䛾ほⅬ䛛䜙䚸㡢ኌᐜ⨨䜢㞟⣙䛩䜛䛯䜑䛾䠨䠎䠯䠳䛿タ⨨䛧䛺䛔䛣䛸䛸䛧
䛯䚹䜎䛯䚸ᐜᒁ䛻タ⨨䛩䜛ఏ㏦⨨䠄䠟䠳䠠䠩䠅䛿䚸䠍䛴䛾ᐜᒁ䛛䜙␗䛺䜛䠎䛴䛾䝁䜰ᒁ䛻᥋⥆䛩䜛䛸䛔䛳䛯㛗ᵓᡂ䜢຺䛧䛶
ᚲせྎᩘ䜢⟬ᐃ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䚹

䠄䠐䠅㡢ኌᐜ⨨➼
䛾⪏⏝ᖺᩘ䛾ぢ┤
䛧

㡢ኌᐜ⨨ཬ䜃䠥䠯䠠䠪ᐜᶵ䛾⪏⏝ᖺᩘ䛿ἲᐃ⪏⏝ᖺᩘ䛜⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛣䜜䜙䛻䛴䛔䛶䚸タഛ䛾⏝ᐇែ䛻༶䛧䛯⤒
῭ⓗ⪏⏝ᖺᩘ䛸䛩䜉䛟ぢ┤䛧᳨ウ䜢⾜䛳䛯䛜䚸⤒῭ⓗ⪏⏝ᖺᩘ䛾᥎ィ䛻⏝䛔䜛᧔ཤᐇ⦼➼䛾䝕䞊䝍䛜༑ศ䛻䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸ᘬ䛝⥆
䛝ἲᐃ⪏⏝ᖺᩘ䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛸䛧䚸ᚋ䚸䛭䜜䜙䝕䞊䝍䛜༑ศ䛻ᥞ䛳䛯Ⅼ䛷᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛜㐺ᙜ䛷䛒䜛䛸䛧䛯䚹

䠄䠑䠅䝁䝇䝖⟬ᐃᑐ㇟䛾
⠊ᅖ䠄䠣䠟᥋⥆䛾䝁
䝇䝖⟬ᐃ➼䠅

䠟䠳䠠䠩ᵓᡂ䛷䛿䚸㡢ኌ㏻ಙ䛿ᚲ䛪䝁䜰ᒁ䜢⤒⏤䛩䜛䛯䜑䚸䝁䜰ᒁ⤒⏤䛷᥋⥆䛧䛯᪉䛜⤒῭ྜ⌮ⓗ䛸ゝ䛘䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸ᐜᒁ
䛷᥋⥆䠄䠣䠟᥋⥆䠅䛩䜛䝁䝇䝖䛻䛴䛔䛶䛿⟬ᐃ䛧䛺䛔䝰䝕䝹䛸䛧䛯ͤ䚹
ͤ 䠬䠯䠰䠪䠉䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䛻䛚䛔䛶䐟䠥䠟᥋⥆䚸䐠䠣䠟᥋⥆䚸䐡䠣䠟᥋⥆䠄୰⥅ఏ㏦ᑓ⏝ᶵ⬟⤒⏤䠅䛾䠏㏻䜚䛾᥋⥆ᙧែ䛻䜘䛳䛶㈥䜟䜜䜛㟂せ䜢䚸䠥䠬䠉䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹
䛷䛿䠥䠟᥋⥆䛾䜏䛷㈥䛖䜒䛾䛸䛧䛶䚸ᅇ⥺㟂せ䛾ධຊ್䛿䚸䛭䜜䜙䐟䛛䜙䐡䜎䛷䛾ྜ⟬್䜢⏝䛔䛶䛔䜛䚹

Ⅸ૰Ⅹ

ỤỠᏐ௭ἹỦỠᏐ௭Ἷඥષ
ίᾀὸ ᾖᾒዓ૰ᾌьλᎍʩ੭ೞᏡίṞὸ

䠄ຍධ⪅ᶵ⬟䛻ಀ䜛᥋⥆ᩱཎ౯䛻䛿䚸ຍධ⪅ᶵ䠄㻳㻯䠅䛾䝁䝇䝖䛾䜋䛛䚸㻳㻯௨ୗ䛻䛒䜛㐲㝸ᐜ⨨䠄㻾㼀䠅䜔ఏ㏦⨨➼䛾䝁䝇䝖䜒ྵ䜎䜜䜛䚹䠅

ίᾁὸ ᾘᾒዓ૰ᾌьλᎍʩ੭ೞᏡίṞὸὺьλᎍʩ੭ೞׅዴࣖݣᢿσဇೞᏡίṟὸὺɶዒˡᡛσဇೞᏡίṠὸὺɶዒʩ੭ೞ
ׅዴࣖݣᢿσဇೞᏡίṡὸὺɶዒʩ੭ೞᏡίṢὸ
ṥ ɶዒʩ੭ೞዓဇ
ˡᡛᘺፗМဇೞᏡ

Ṥ ɶዒʩ੭ೞ
ׅዴࣖݣᢿݦဇೞᏡ

ᾘᾒޅ
ᴗ⪅

ఏ㏦⨨
ఏ㏦
⨨

ᾘᾒዓ
䈜 ຍධ⪅ᶵ᥋⥆⏝ఏ㏦
⨨⏝ᶵ⬟䛿䚸㛗ᮇቑศ
㈝⏝᪉ᘧ䛷䛿䛺䛟䚸ᐇ⦼ཎ౯
᪉ᘧ䛷⟬ᐃ䚹

Ḥ ьλᎍʩ੭ೞዓဇ
ˡᡛᘺፗМဇೞᏡ

ᵧᵡʩ੭ೞ
ඹ⏝䝖䝷䞁䜽
ඹ⏝䝖
ඹ⏝
⏝䝖
䝫
䞊
䝫䞊䝖

ṣ ьλᎍʩ੭ೞ
ׅዴࣖݣᢿݦဇೞᏡ

ᾖᾒޅ

ᴗ⪅

༨᭷
䝖䝷䞁䜽
䝖䝷䞁
䜽
䝫 䝖
䝫䞊䝖

ᾘᾒዓ૰

ఏ㏦⨨
ఏ㏦
⨨

ᾖᾒዓ

༨᭷
䝖
䝖䝷䞁䜽
䝖䝷䞁
䜽
䝫 䝖
䝫䞊䝖

ߋ ɶዒʩ੭ೞᏡ
ṡ ɶዒʩ੭ೞׅዴݣ
ࣖᢿσဇೞᏡ
Ṡ ɶዒˡᡛσဇೞᏡ

ඹ⏝䝖
ඹ⏝䝖䝷䞁䜽
⏝
⏝䝖
䝫
䞊
䝫䞊䝖

ᵥᵡʩ੭ೞ

ṟ ьλᎍʩ੭ೞׅዴ
ࣖݣᢿσဇೞᏡ

ᾖᾒዓ૰
Ṟ ьλᎍʩ੭ೞᏡ

ίӋᎋὸ ᧈفЎᝲဇ૾ࡸỆợụምܭẰủỦɼễೞᏡ
ᇹɟᆔਦܭᩓൢᡫ̮ᚨͳዓ૰ᙹЩᇹׄவỉᘙỆᙹܭẴỦೞᏡỉғЎ
ຍධ⪅ᶵ⬟
➃ᮎ⣔ᶵ⬟
ຍධ⪅ᶵᑓ⏝䝖䝷䞁䜽䝫䞊䝖ᶵ⬟
ຍධ⪅ᶵඹ⏝䝖䝷䞁䜽䝫䞊䝖ᶵ⬟
୰⥅ᶵ⬟
୰⥅⣔ᶵ⬟
୰⥅ᶵᑓ⏝䝖䝷䞁䜽䝫䞊䝖ᶵ⬟
୰⥅ᶵඹ⏝䝖䝷䞁䜽䝫䞊䝖ᶵ⬟
୰⥅ఏ㏦ඹ⏝ᶵ⬟
୰⥅ఏ㏦ᶵ⬟
୰⥅ᶵ᥋⥆ఏ㏦ᑓ⏝ᶵ⬟

䐟
䐤
䐠
䐣
䐥
䐢
䐡
䐦

ᵬᵲᵲிଐஜὉᙱଐஜỉዓኖഘỆấẬỦೞᏡỉғЎίҥˮὸ
ຍධ⪅ᶵ⬟
䠄䠍㏻ಙ䛤䛸䛻䚸䠍⛊䛤䛸䛻䠅
ຍධ⪅ᶵᅇ⥺ᑐᛂ㒊ᑓ⏝ᶵ⬟
䠄㻞㻠ᅇ⥺䠄㻝㻚㻡㻹㼎㼕㼠㻛㼟┦ᙜ䠅䛤䛸䛻᭶㢠䠅
ຍධ⪅ᶵᅇ⥺ᑐᛂ㒊ඹ⏝ᶵ⬟
䠄䠍⛊䛤䛸䛻䠅
୰⥅ᶵ⬟
䠄䠍㏻ಙ䛤䛸䛻䚸䠍⛊䛤䛸䛻䠅
୰⥅ᶵᅇ⥺ᑐᛂ㒊ᑓ⏝ᶵ⬟
䠄㻞㻠ᅇ⥺䠄㻝㻚㻡㻹㼎㼕㼠㻛㼟┦ᙜ䠅䛤䛸䛻᭶㢠䠅
୰⥅ᶵᅇ⥺ᑐᛂ㒊ඹ⏝ᶵ⬟
䠄䠍⛊䛤䛸䛻䠅
୰⥅ఏ㏦ඹ⏝ᶵ⬟
䠄䠍⛊䛤䛸䛻䠅
୰⥅ᶵ᥋⥆⏝ఏ㏦⨨⏝ᶵ⬟
䠄㻢㻣㻞ᅇ⥺䠄㻡㻜㻹㼎㼕㼠㻛㼟┦ᙜ䠅䛤䛸䛻᭶㢠䠅
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ᾥᾃᾯṳṺ᭐ែᄄឥѰἼЛᜍᆋಲώ
ểႲᜊࠪỄ

᮫ࠪᆵ

ὦᾎᾱὴ᭐ែ

ể௹ࠪỄ

ṳṽṮṸ

ṚṫṬṗṴΏṳṺ᭐ែ

ᾥᾃᾯṳṺ᭐ែ

Ѱᒈ

ẮΓѰොڢὀឦᑕẪѠ᭑ࡠገẪݸ࿌࠶ࡠገዿ

ɥ

ɥ

ɥ

ɥ

᭑༾АᏃ

ẮዠಙឦѰዿὤ୕ᏑἫὝ࿚ἽἜἸẪᥩЫᄅ᭑༾ὤАᏃἫὝἥἺ

ɥ

Ɔ

Ɔ

ɥ

Ыתඈ৯

ẮዠಙឦѰዿὤ୕ᏑἫὝ࿚ἽἜἸẪАᏃἫὝ᭑༾ὀඈ৯ὤẪ͜ὤ۟Ẫοὤ
ᡝඈ৯ἺἫὝἥἺ

ɥ

Ɔ

Ɔ

ɥ

ᆱЫדתЫಳώ

ẮዠಙឦѰዿὤ୕ᏑἫὝ࿚ἽἜἸẪখោዠಙឦѰዿᥙԅἫὝᆱЫתỀᆄ؝
ЫתẪዠಙጇЫתẪԌ௸ЫתẪᎱៃЫתềὤדЫἩẪἝἶẪ៎ᠢἹὝἥἺ

ɥ

Ɔ

Ɔ

ɥ

ᦞЫדתЫಳώ

ẮዠಙឦѰዿὤ୕ᏑἫὝ࿚ἽἜἸẪখោዠಙឦѰዿᥙԅἫὝᦞЫתὀἘἳẪ
ἼἡἺὔἬἝ͜ἶὤדЫἩẪἝἶẪ៎ᠢἹὝἥἺ

ɥ

Ɔ

Ɔ

ɥ

ᆱЫתᥙԅಳώ

ẮዠಙឦѰዿὤ୕ᏑἫὝ࿚ἽἜἸẪᆱЫתỀጇЫתẪ؝ԅЫתềὤᥙԅἫὝ
ἥἺ

ɥ

Ɔ

Ɔ

ɥ

ẮפᒬᮤὁᮤݠἽΖඃᄅ᭑ᥩЫឦѰὀၜ੫ὤᆄЫѥὀዠಙឦѰዿἽࡠ

ɥ

Ɔ

Ɔ

ɥ

פᒬᮤᥙԅಳώ

ẮዠಙឦѰዿὤ୕ᏑἫὝ࿚ἽἜἸᆄЫᮤẪ؝ԅᮤẪៃͳᮤὤᥙԅἫὝἺὁẪ၌
ࠪὀಳώἽᥙԅἫὝἥἺ

ɥ

Ɔ

Ɔ

ɥ

ܒಚොᓟ
Ềᾚὦὴὼᾤᾯωݰề

ẮᆄЫѥὀዠಙឦѰዿἝὛὀᆄЫὤ៎ᠢἩẪᇏЫѥὀዠಙឦѰዿἽᥩᇵἫὝἥἺ
Ắ᭑ᥩЫᄨתὤ៎ᠢἫὝἥἺ
ẮᇏЫѥὀዠಙឦѰዿὀጇὤ៎ᠢἩẪᆄЫѥὀዠಙឦѰዿἽᥩᇵἫὝἥἺ
ẮᥩЫὀᎱΒὤ៎ᠢἫὝἥἺ

Ɔ

ɥ

ɥ

ɥ

ẮᾚὦὴὼᾤᾯἽὝᥙדЫฤछἽᜋἚὝἥἺ

Ɔ

Ɔ

ɥ

ɥ

ẮᥙៃᾮὫᾎᾒࠪഋ ṜṜẏṭωͣ
ẮדៃᾮὫᾎᾒࠪഋ Ṡẏṭωͣ

Ɔ

ὧᾏᾲή᭑ៃṚṴṾṯṹὀࠪὤ
༿ᄅ

୵ݏẮ்ᬤࡠገ

ἯὀοὀЫתᥙԅಳώ ἩἸᥩᇵἫὝἥἺ

ܒಚොᓟ
Ềᾚὦὴὼᾤᾯề
ᥩៃعᢉ

؝ὤᄹᥩἫὝዠಙឦѰƆࢂᔾἹὀᮤ᧻ὀ༔ἽЛὝعᢉ

ẮᥙៃᾮὫᾎᾒࠪഋ ṜṠẏṭωͣ
ẮדៃᾮὫᾎᾒࠪഋ ṡẏṭωͣ

୕Ꮡعᢉ

؝ὀᄹᥩἩὖἫἧἽЛὝعᢉ

Ắ୵؝႗ṛṙṜṠωͣ
Ắ୕Ꮡ०Ṟṛቸωͣ

ࣺ״

ࣺ״

ࣺ״

ࠡࠪعᢉ

؝ὀᄹᥩὀࠡࠪ৯ἽЛὝعᢉ

Ɔ

Ɔ

Ắὧᾏᾲή᭑ៃἺ״ዿὀ
ࠡࠪ৯

ࣺ״

Ꮺ৭ᥩܢ

ẮᏪ৭ᥩܢὤẪጣᤢἫὝדႶොἽ୕ᏑἫὝἥἺ
ẮϫᑕਲܢዿὤדႶොἽᥙЫἫὝොᓟὤಈἫὝἥἺ
ẮۂᏲЩᄜὐἱὁ؝ὅ᥇ἩᖇἩἡὁἥἽ༿ἬὝොᓟὤಈἫὝἥἺ

ɥ

ɥ

ɥ

ɥ

Ắ࿌࠶సҜҪᥩЫὤҜҪᆌἽגૠἘἥἺἹὝἥἺ

ɥ

ɥ

ɥ

ɥ

ẮԙᄅᒋἽρͥἩἱ᭑ᥩЫᄨתἺᄬἼὝ᭑ᥩЫᄨתὤᥙЫἫὝἥἺἼ
Ἐ্ᝰἼᑕὤ᠐ἪὝἥἺ

ɥ

ɥ

ɥ

ɥ

࿌࠶సҜҪᥩЫ
ᆄЫᒋᄨת
ѩร

ዿ

ǥỖ

ǥỗ

Ắὧᾏᾲή᭑ៃṚṴṾṯṹἽὁᾚὦὴὼᾤᾯ
ἽЛὝࠪἼẪᾚὦὴὼᾤᾯἽ
ὝᥙדЫὁפᓟẫ

Ắὧᾏᾲή᭑ៃṚṴṾṯṹἽὁࠡࠪعᢉ
ὀࠪἼẪ֔ԋἼࠡࠪ৯ἔẫ

ǥỖ ὧὴᾀۂᏲὧᾏᾲή᭑ៃۂᏲὀ װܣǥỗ ὧὴᾀۂᏲṴṾṯṹᮤۂݠᏲὀװܣ
ԅӄ ắ ਲܢᥩЫࡖᠫϜủỮᾒᾈᾍᾴ̵ὴឦѰـϜؐܢ౽ඐᝰ
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¾ ྵᘍᾘᾟἴἙἽỆấẬỦьλᎍׅዴỊẆẨዴᚨͳίӓܾ῍ޅẨዴໜὸểᣐዴᚨͳίẨዴໜ῍ьλᎍܡὸỆғЎẰủỦẇ
¾ ẨዴໜỆấẬỦẨዴໜᾡᾣỉᚨፗỊẆίᵿὸἽὊἚɥỉᩔᙲካᚘầɟܭૠίᵒᵎᵎׅዴὸỆᢋẴỦẆίᶀὸἳἑἽἃὊἨἽỉᧈẰầɟܭỉុᩉίᾆᾺ
ᾼὸỆᢋẴỦẆỉẟẵủẦỉئӳỆᘍạẇ
¾ ᣐዴἃὊἨἽỊẆᾀᾁᾄᾼׄ૾ỉғဒửஇݱҥˮểẲềẆ࢘ᛆғဒӏỎẸỉԗᡀỉᩔᙲЎࠋửؕỆᚨἣἑὊὅửൿܭẲềẟỦẇ
¾ ᾄᾼׄ૾ỉғဒϋỆɟˌܭɥỉᩔᙲầẝỦỆئӳỊἥἽࡽᡂዴửᚨẴỦẇ

䕔⌧⾜䠥䠬䝰䝕䝹䛻䛚䛡䜛䝯䝍䝹ᅇ⥺䛾㓄⥺➼䜲䝯䞊䝆
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ႲᜊỦửᾦᾋᾯἼἛἢᏩ৬ᥨܢឥѰ

¾ ྵᘍᾘᾟἴἙἽỂỊẆዬ࣯ᡫإỆဇẟỦᜩݑෞ᧸ဇׅዴểẲềݦဇዴዓ૾ࡸểᾘᾢᾓᾝዓ૾ࡸỉᾁếỉ૾ࡸửဇẲềẟỦẇ
¾ ݦဇዴዓ૾ࡸỉئӳỊẆෞ᧸ᜩݑἚἻὅἁίᾕᾟᾣὸởᜩݑෞ᧸ׅዴᨼኖᘺፗίᾟᾕᾒᾔὸểẟẾẺஊᘺፗầ࣏ᙲỂẝụẆẸủỤỆ̞ỦἅἋ
ἚửἴἙἽ҄ẲềẟỦẇ
¾ ྵנẆ᧙̞ʙಅᎍở᧙̞ೞ᧙ỉ᧓ỂẆᾘᾟዡồᆆᘍࢸỉዬ࣯ᡫإửẐήᾘᾟׅዴẑỆợụᘍạئӳỉ২ᘐˁಮởЏஆ૾ඥỆếẟề౨᚛ầᡶ
ỜỤủềẟỦẇ
䕔⌧⾜䠥䠬䝰䝕䝹䛻䛚䛡䜛⥭ᛴ㏻ሗタഛ
㻔㻝㻕ᑓ⏝⥺᥋⥆᪉ᘧ

㻲㻼㼀タ⨨ᐜᒁ
㆙ᐹཪ䛿ᾘ㜵ཷྎ
䜢ᐜ䛩䜛ᐜᒁ

㻹㻭䠄䠝䠅

䝁䜰ᒁ
ᐜᒁ

3)&(

)37
)37

䞉
䞉

┤ὶኚ㟁※⨨

䝁䜰ᒁ

)37䠖ᾘ㜵㆙ᐹ䝖䝷䞁䜽
3)&(䠖㆙ᐹᾘ㜵ᅇ⥺㞟⣙⨨

3)&(

)37

㻹㻭䠄䠞䠅

ᐜᒁ

㆙ᐹ䞉ᾘ㜵ཷྎ

ᑓ⏝⥺

┤ὶኚ㟁※⨨

䐟ᅛ᭷タ
ഛ䝁䝇䝖

㏻ヰ䡶䡹䢀

䐠⥭ᛴ㏻ሗ ᑓ⏝⥺䝁䝇䝖

䝰䝕䝹䛷䛾⟬ᐃᑐ㇟
㻔㻞㻕㻵䠯䠠䠪᥋⥆᪉ᘧ

Ⓨಙഃຍධ⪅䜢ᐜ
䛩䜛ᐜᒁ

䝁䜰ᒁ

㆙ᐹཪ䛿ᾘ㜵ཷྎ
䜢ᐜ䛩䜛ᐜᒁ

䞉
䞉

䠥䠯䠠䠪

䞉
䞉

㻵㻿㻰㻺ᐜᶵ

䠄㏻ヰ䝁䝇䝖䠅

タഛᢞ㈨䛸䛧䛶⟬ᐃ
䐟䠖㻲㻼㼀㻛㻼㻲㻯㻱㻛┤ὶኚ㟁※⨨

䠄➃ᮎᅇ⥺䝁䝇䝖䠅

㈝⏝䛸䛧䛶⟬ᐃ
䐠䠖㻼㻲㻯㻱䡚ཷྎ

䠆䠄ᑓ⏝⥺ᩱ㔠㐺⏝䠅
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ዶҼฌᾦᾋᾯἼἛἢựỰƈừựỰίώᾌԋ
䠘䠬䠯䠰䠪䠉䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䠚

䠘䠥䠬䠉䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䠚
ᐜᒁ

䠣䠟ᒁ

䠖䠪䠰䠯䝁䝇䝖

ఏ㏦⨨

ఏ㏦⨨
ඹ⏝ᐜ䝹䞊䝍
䠨䠎䠯䠳

ຍධ⪅ᶵ
䐟
䠯䠨䠥䠟 㻻㻯㼁
䐠 䠨䠴䠩
䐡 䠩䠠䠢

ఏ㏦⨨

㡢ኌᐜ⨨

䠥䠯䠠䠪ᐜᶵ

䐟 䝷䜲䞁䜹䞊䝗

䐠 㻵㻿㻰㻺㻢㻠䝪䞊䝗
㻵㻿㻰㻺㻝㻡㻜㻜䝪䞊䝗

䐠 䠨䠴䠩
䐡 䠩䠠䠢

䐢 䠟䠰䠢

䐢 䠟䠰䠢

䠘䠬䠯䠰䠪䠉䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䠚
䐟䠯䠨䠥䠟䚸䠫䠟䠱䠄ຍධ⪅ᶵ䚸ᒁタ⨨
㐲㝸ᐜ⨨䠅
䐠ຍධ⪅⣔༙ᅛᐃ䝟䝇ఏ㏦⨨䠄䠨䠴䠩䠅
䐡㓄⥺┙䠄䠩䠠䠢䠅
䐢ග䜿䞊䝤䝹ᡂ➃ᯫ䠄䠟䠰䠢䠅
䐣䛝⥺Ⅼ㐲㝸ᐜ⨨䠄䠢䠮䠰䠅䠄䠯䠨䠥䠟ཬ
䜃䠫䠟䠱ྵ䜐䠅
䐤䠢䠮䠰䠉䠣䠟㛫ఏ㏦㊰

䠮䠰ᒁ
䐢 䠟䠰䠢
ఏ㏦⨨
䠢䠮䠰ᒁ
ᒁ
ᒁタ⨨䠢䠮䠰
䠰

䠮䠰
䐟

䠯䠨䠥䠟 㻻㻯㼁

䠯䠨䠥䠟 㻻㻯㼁

䐡 䠩䠠䠢

䐣 䠢䠮䠰
䠯䠨䠥䠟 㻻㻯㼁

䠘䠥䠬䠉䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䠚
䐟䝷䜲䞁䜹䞊䝗䠄㡢ኌᐜ⨨䠅䚸
䐠䠥䠯䠠䠪䠒䠐䝪䞊䝗䞉䠥䠯䠠䠪䠍䠑䠌䠌䝪䞊䝗䠄䠥
䠯䠠䠪ᐜᶵ䠅
䐡㓄⥺┙䠄䠩䠠䠢䠅
䐢ග䜿䞊䝤䝹ᡂ➃ᯫ䠄䠟䠰䠢䠅
䐣䛝⥺Ⅼ㐲㝸ᐜ⨨䠄䠢䠮䠰䠅

䐤

䠰䠯

䠪䠰䠯
䐢 䠟䠰䠢

䐣 䠢䠮䠰
䠯䠨䠥䠟 㻻㻯㼁

䐣 䠢䠮䠰

➃ᮎ⣔


䠯䠨䠥䠟 㻻㻯㼁

➃ᮎᅇ⥺
ఏ㏦
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ႲᜊỦửᾦᾋᾯἼἛἢࢂᔽᾃὨᾛዾ
ᒁ⯋䝍䜲䝥
䝁䞁䜽䝸」ᩘ㝵ᒁ

ヱᙜ᮲௳

ᒁ⯋つᶍ

• 䝁䜰ᒁ
• ᐜᒁ䠄⥭ᛴ㏻ሗタഛ䞉䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁タഛタ⨨ᒁ䛻㝈
䜛䚹䠅

つᶍᒁ

㠀ᖖ⏝㟁※タഛ
• 䠱䠬䠯
• 㟁ụ
• Ⓨ㟁⨨

䠘⅏ᐖᑐ⟇䛻ಀ䜛⿵ṇ䠚
• ⇞ᩱ䝍䞁䜽➼䛾ቑタ
• ᐜᒁ䠄↓⥺ేタᒁ䚸⾨ᫍ㏻ಙేタᒁ䛻㝈䜛䚹䠅
• ᐜᒁ䠄⥭ᛴ㏻ሗタഛ䞉䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁タഛタ⨨ᒁ➼䜢㝖
䛟䚹䠅䛷䛒䛳䛶⤒῭ẚ㍑䛷ヱᙜ䛩䜛䜒䛾

䝥䝺䝝䝤ᖹᒇᒁ

• ᐜᒁ䠄㞳ᓥ༢⊂ᒁ䛻㝈䜛䚹䠅
• ᐜᒁ䠄⥭ᛴ㏻ሗタഛ䞉䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁タഛタ⨨ᒁ➼䜢㝖
䛟䚹䠅䛷䛒䛳䛶⤒῭ẚ㍑䛷ヱᙜ䛩䜛䜒䛾

䠮䠰䠉䠞䠫䠴

• ᐜᒁ䠄㡢ኌᐜ⨨ᯫᩘ䚸䠥䠯䠠䠪ᐜᶵᯫᩘཬ䜃
ඹ⏝ᯫᩘ䛜䛭䜜䛮䜜䠍௨ୗ䛷䛒䜛䜒䛾䛻㝈䜛䚹䠅
• 㝣ᥭᒁ

ᑠつᶍᒁ

• 㟁ụ
䠘⅏ᐖᑐ⟇䛻ಀ䜛⿵ṇ䠚
• 㟁ụಖᣢ㛫䛾㛗ᘏ
䠄㻝㻜㛫䊻㻝㻤䚸㻟㻢㛫䠅
• ྍᦙᆺⓎືⓎ㟁ᶵ䛾タ⨨
䠄ᅜタഛ㻠㻜ྎ䜢ྛᒁ䜈㓄㈿䠅

ႲᜊỦửᾦᾋᾯἼἛἢ࿋࠶ࡠጇίώᾌ
ᑐ⟇㡯┠

ᐇෆᐜ
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ᴗ⏝㟁Ẽ㏻ಙ
タഛつ๎

• ணഛ䝹䞊䝖䛾㏣ຍ
୰⥅ఏ㏦㊰䛻䛴䛔䛶䚸ἢᓊᆅ༊䛷⿕⅏䛧䛶䜒ఏ㏦㊰䝹䞊䝥䜢⥔ᣢ䛷䛝䜛䜘䛖䚸᪂䛯䛺༊㛫䛻ணഛ䝹䞊䝖䛾ᵓ⠏䠄ᒁ⯋
㛫㊥㞳䛾⿵ṇ䠅 䛆➨භḟ䠖䠎௳䚸➨ḟ䠖䠎௳䛇
• ㎽ᅇ䝹䞊䝖䛾㏣ຍ
୰⥅ఏ㏦㊰䛻䛴䛔䛶䚸ἢᓊᆅ༊䛷⿕⅏䛜ᐃ䛥䜜䜛༊㛫䜢㎽ᅇ䛩䜛䛯䜑䛾䝹䞊䝖䛾ᵓ⠏䠄ᒁ⯋㛫㊥㞳䛾⿵ṇ䠅 䛆➨
ḟ䠖䠎௳䛇

➨㻝㻡᮲䛾㻟➨㻝ྕ
ཬ䜃➨㻡ྕ

Ỉᐖᑐ⟇

ὠἼ䜔Ἑᕝ䛾ὥỈ➼䛻䜘䜛ᒁ⯋䛾ᾐỈᑐ⟇䠄ᒁ⯋ᘓタ༢౯䜈䛾⿵ṇ䠅 䛆➨භḟ䠖㻝㻞䝡䝹䚸➨ḟ䠖㻟㻡䝡䝹䚸➨ඵḟ䠖㻝㻥䝡
䝹䛇

➨㻝㻡᮲➨㻝ྕ䚸
➨㻝㻡᮲䛾㻟➨㻡ྕ

⪏㟈ᑐ⟇

㟈ᗘ䠒ᙅ⛬ᗘ䛾ᆅ㟈䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛾ᒁ⯋䛾ಽቯ䜢㜵䛠ᑐ⟇䠄ᒁ⯋ᘓタ༢౯䜈䛾⿵ṇ䠅 䛆䛾䛸䛣䜝ヱᙜ䛺䛧䛇

➨㻥᮲
➨㻝㻡᮲䛾㻟➨㻡ྕ

㟁ᑐ⟇

• ⇞ᩱ䝍䞁䜽➼䛾タ⨨
㟁Ⓨ⏕䚸つᶍᒁ䛷⏝䛔䜛Ⓨ㟁⨨䛾⇞ᩱ䜢㻣㻞㛫⥔ᣢ䛷䛝䜛䜘䛖䚸㔜せ㏻ಙᒁ䛻䛚䛡䜛⇞ᩱ䝍䞁䜽➼䛾タ⨨
䠄Ⓨ㟁⨨䡇䠲䠝ᙜ䛯䜚ྲྀᚓ༢౯䜈䛾⿵ṇ䠅 䛆➨ḟ䠖㻝㻞㻡䝡䝹䚸➨ඵḟ䠖䠐䝡䝹䛇
• 㟁ụಖᣢ㛫䛾㛗ᘏ
ᑐ⟇䛜ᚲせ䛺ᑠつᶍᒁ䛻䛚䛡䜛㟁ụಖᣢ㛫䛾㛗ᘏ䠄㻝㻚㻡㛫௨ෆ㥑䛡ྍ⬟ᒁ䛿㻝㻤㛫䜈䚸⅏ᐖᑐ⟇ᙉ
ᒁ䛿㻟㻢㛫䜈㛗ᘏ䛧䚸䛭䜜䛮䜜䛾㟁ụᐜ㔞⟬ฟィᩘ䜢㐺⏝䠅 䛆➨ඵḟ䛻䛶㐺⏝䛇
• ྍᦙᆺⓎືⓎ㟁ᶵ䛾タ⨨
ᗈᇦ䛛䛴㛗㛫䛾㟁Ⓨ⏕䚸ᑠつᶍᒁ䛻䛚䛔䛶㟁ụ䛻ຍ䛘䛥䜙䛺䜛㟁※䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸ྍᦙᆺⓎືⓎ㟁ᶵ䛾
㓄ഛ 䛆➨භḟ䠖ᅜタഛ䛸䛧䛶㻠㻜ྎ䛇

➨㻝㻝᮲

䛸䛖㐨䞉⟶㊰
⅏ᐖᑐ⟇

• 䛸䛖㐨ᑐ⟇
ᆅ㟈䜔䛭䜜䛻క䛖ᾮ≧䛻䜘䜛䚸䛸䛖㐨䛾⥅䛞┠䜔Ẽཱྀ➼䛛䜙䛾ᾐỈ䜢㜵䛠ᑐ⟇䠄䛸䛖㐨ர㛗䡇䡉༢౯䜈䛾⿵ṇ䠅
䛆➨ḟ䠖㻝㻜㻡䝡䝹䠄㻞㻡㻟⟠ᡤ䠅䚸➨ඵḟ䠖䠑䝡䝹䠄㻝㻥⟠ᡤ䠅䛇
• ⟶㊰ᑐ⟇
ᆅ㟈䜔䛭䜜䛻క䛖ᾮ≧䛻䜘䜛䚸⟶㊰䛾◚᩿䜢㜵䛠䛯䜑䛾⟶㊰ཬ䜃ᶫᱱ⟶㊰䛾⿵ᙉ䠄⟶㊰᮲䡇䡉༢౯䜈䛾⿵ṇ䠅
䛆➨ḟ䠖㻝㻥㻡䝡䝹䠄⟶㊰㻠㻝㻚㻡㼗㼙䚸ᶫᱱ㻡㻟⟠ᡤ䠅䚸➨ඵḟ䠖㻠㻢䝡䝹䠄⟶㊰㻝㻜㻚㻞㼗㼙䚸ᶫᱱ䠍⟠ᡤ䠅䛇

➨㻝㻡᮲䛾㻟➨㻡ྕ

䛭䛾

• ≉タබ⾗㟁ヰ䛾ᅇ⥺㟂せ䜈䛾㏣ຍ
๓タ⨨ᆺ䛾≉タබ⾗㟁ヰ䛻ಀ䜛ຍධ⪅ᅇ⥺䛿䚸⅏ᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛻㏿䜔䛛䛻⏝䛷䛝䜛䜘䛖ᖹ䜒⌧⏝ᅇ⥺䛸
䛧䛶㐠⏝䛧䛶䛔䜛䛸䛣䜝䚸䛣䜜䜙ᅇ⥺ᩘ䛾䝰䝕䝹ᅇ⥺㟂せ䜈䛾㏣ຍ 䛆➨ḟ䛻䛶㐺⏝䛇

ఏ㏦㊰タഛ
䛾㏣ຍ

ᒁ⯋⅏ᐖᑐ⟇
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䐢๓⥺ᇶᆅᒁᣐⅬ䝡䝹䛻䛚䛡䜛㥔㌴䝇䝨䞊䝇➼䜢☜ಖ
㡯┠

ᥦෆᐜ䛾☜ㄆ

䠄㼍䠅䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䠄➼䛾㟁

䕔ᩚഛ≧ἣ

Ẽ㏻ಙᴗ⪅䠅䛻䛚䛡䜛⏝䞉ಖ

• 䠪䠰䠰す᪥ᮏ䛻䛶㻤㻡䝡䝹䜢๓⥺ᇶᆅᒁ䛸䛧䛶ᩚഛ䚹䠄䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䛿䛺䛧䚹䠅

᭷➼䛾ᐇ⦼䚸⤒ᖺ䝖䝺䞁䝗

䕔ᑟධ䛾ዎᶵ
• 䠪䠰䠰す᪥ᮏ䛷䛿䚸ᖹᡂ㻞㻤ᖺ⇃ᮏᆅ㟈䜢ዎᶵ䛻ᒎ㛤䚹
䕔ᚋ䛾㏣ຍᑟධணᐃ
• 䠪䠰䠰す᪥ᮏ䛷䛿䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ᚋ㏣ຍᑟධ䜢᳨ウ䚹䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᚋ䛾ᑐᛂ䜢᳨ウ୰䚹

䠄㼎䠅䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䠄➼䛾㟁

䕔❧ᆅ㑅ᐃ᮲௳䛾䝫䝸䝅䞊

Ẽ㏻ಙᴗ⪅䠅䛾ᐇィ⏬ཬ䜃

• 䠪䠰䠰す᪥ᮏ䛷䛿䚸⿕⅏ᐃ䝸䝇䜽䛜ᑡ䛺䛔ὠἼ➼䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥䛾⿕⅏䜶䝸䜰እ䛻❧ᆅ䚹

㛵㐃つᐃ

• 䠪䠰䠰す᪥ᮏ䛷䛿䚸㏻䛾౽䛜䜘䛔㧗㏿㐨㊰䛾䠥䠟䚸ᅜ㐨ᖿ⥺䝹䞊䝖䛾㏆ഐ䛻❧ᆅ䚹
䕔‽ᣐ䛩䜛ἲ௧䞉䜺䜲䝗䝷䜲䞁
䠉

䠄㼏䠅䝰䝕䝹ୖ䚸ᐃ䛥䜜䜛䛾ຠ

䠉

⋡ⓗ䛺ᑐ⟇᪉ἲ䜈䛾௦᭰ྍ⬟ᛶ
䠄㼐䠅䝰䝕䝹䜈䛾ᫎ᪉ἲ䛸㐺⏝⠊

䕔䝰䝕䝹䜈䛾ᫎ᪉ἲ

ᅖ䛾ጇᙜᛶ䞉ᚲせᛶ䚸ᫎ῭䜏

• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛛䜙䚸๓⥺ᇶᆅᒁ䛸䛩䜛䝡䝹䛻䝣䝷䜾䜢䛘䚸⅏ᐖᑐ⟇⏝㥔㌴䝇䝨䞊䝇䛻㻢㻟㻜䟝䚸⅏ᐖᑐ⟇⏝ᘓ≀ᖏタഛ㠃

ᑐ⟇㡯┠䛸䛾㔜」᭷↓

✚䛻㻞㻤㻤䟝䜢㏣ຍ䛩䜛䛸䛾ᥦ䛒䜚䚹
䕔ᫎ῭䜏ᑐ⟇㡯┠䛸䛾㔜」᭷↓
䠉

䠄㼑䠅ᖹ䛻䛚䛡䜛⏝➼䚸┠ⓗ

䕔ᖹ䛻䛚䛡䜛⏝

⏝䛸䛾ษ䜚ศ䛡

• 䠪䠰䠰す᪥ᮏ䛷䛿䚸ᖹ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䝇䝨䞊䝇䜢እ㒊䜈㈚䛧ฟ䛩➼䛾ྲྀ⤌䜢䛧䛶䛔䜛䠄♫ෆ⏝䛾䜏䛾䛯䜑䚸┈䛿Ⓨ⏕䛫䛪䠅䚹

䕔ከ┠ⓗ⏝䛸䛾ษ䜚ศ䛡
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛛䜙䚸᥋⥆ィ䛾⤖ᯝ䜢⏝䛔䛯㓄㈿㈝⋡䛾⏝䜢᳨ウ୰䛸䛥䜜䛯䛜䚸ヲ⣽䛻䛴䛔䛶䛿ᥦ♧䛺䛧䚹

࿋࠶షুఏᥫցἼЛṸṾṾ಼ಙậᝮಙ୦ഒӈ࠻Ἷሦ៍
䐣䝰䝞䜲䝹䠱䠩䠟➼䜢タ⨨
㡯┠

ᥦෆᐜ䛾☜ㄆ

䠄㼍䠅䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䠄➼䛾㟁

䕔ಖ᭷ྎᩘ䠄䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䠅

Ẽ㏻ಙᴗ⪅䠅䛻䛚䛡䜛⏝䞉ಖ

䞉 㠀ᖖ⏝ྍᦙᆺຍධ⪅⥺ᐜ⨨䠖㻝㻜ྎ

᭷➼䛾ᐇ⦼䚸⤒ᖺ䝖䝺䞁䝗

䕔ᑟධ䛾ዎᶵ

䞉 䝰䝞䜲䝹䠱䠩䠟䠖㻝㻠㻤ྎ

䞉 䝕䝆䝍䝹↓⥺⨨㻝㻝㻞ྎ

• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䛷䛿䚸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䜢ዎᶵ䛻䚸䜎䛯㤳㒔┤ୗᆺᆅ㟈➼䜢ᐃ䛧䚸ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ䛛䜙㓄ഛ䜢ᙉ䚹
• 䠪䠰䠰す᪥ᮏ䛷䛿䚸⇃ᮏ㟈⅏䜔す᪥ᮏ㞵➼䚸㏆ᖺ䛾つᶍ⅏ᐖ䛜㢖Ⓨ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢㚷䜏ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䜘䜚㓄ഛ䜢ᙉ䚹
䕔ᚋ䛾㏣ຍᑟධணᐃ
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛷䛿䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ᚋ㏣ຍᑟධ䜢᳨ウ䚹
䠄㼎䠅䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䠄➼䛾㟁

䕔ಖ⟶ሙᡤỴᐃ䛾䝫䝸䝅䞊

Ẽ㏻ಙᴗ⪅䠅䛾ᐇィ⏬ཬ䜃

• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛷䛿䚸㠀ᖖ⏝ྍᦙᆺຍධ⪅⥺ᐜ⨨䛿䚸䜶䝸䜰༢䛷䛾㓄ഛ䛸䛧䚸ಖ⟶ྍ⬟䛺⎔ቃ䜢᭷䛩䜛䝡䝹䛻㓄ഛ䚹

㛵㐃つᐃ

• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛷䛿䚸䝰䝞䜲䝹㼁㻹㻯䛿䚸ྛ┴᭱ప㻝ྎ䜢䜸䞁䝃䜲䝖ᣐⅬ䜒䛧䛟䛿䛭䛾㏆ഐ䛾䝡䝹䛻ಖ⟶䚹
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛷䛿䚸䝕䝆䝍䝹↓⥺⨨䛿䚸䜸䞁䝃䜲䝖ᣐⅬ䜒䛧䛟䛿䛭䛾㏆ഐ䛾䝡䝹䛻ಖ⟶䚹
䕔‽ᣐ䛩䜛ἲ௧䞉䜺䜲䝗䝷䜲䞁
• ᴗ⏝㟁Ẽ㏻ಙタഛつ๎䠄㻢㻜ᖺ㒑ᨻ┬௧➨㻟㻜ྕ䠅➨䠓᮲

䠄㼏䠅䝰䝕䝹ୖ䚸ᐃ䛥䜜䜛䛾ຠ

䠉

⋡ⓗ䛺ᑐ⟇᪉ἲ䜈䛾௦᭰ྍ⬟ᛶ
䠄㼐䠅䝰䝕䝹䜈䛾ᫎ᪉ἲ䛸㐺⏝⠊

䕔䝰䝕䝹䜈䛾ᫎ᪉ἲ

ᅖ䛾ጇᙜᛶ䞉ᚲせᛶ䚸ᫎ῭䜏

• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛛䜙䚸㠀ᖖ⏝ྍᦙᆺຍධ⪅⥺ᐜ⨨䛻䛴䛔䛶䚸䐟㐲㝸ᐜ⨨䠄䠅䛾䝴䝙䝑䝖༢౯䛻⅏ᐖᑐ⟇ቑศ༢౯䜢

ᑐ⟇㡯┠䛸䛾㔜」᭷↓

㏣ຍ䚸䐠㠀ᖖ⏝ຍධ⪅⥺ᐜ⨨䛾ಖ⟶䛻ᚲせ䛺㠃✚䜢㏣ຍ䛸䛾ᥦ䛒䜚䚹
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛛䜙䚸䝰䝞䜲䝹㼁㻹㻯䛻䛴䛔䛶䚸䐟䛝⥺Ⅼ㐲㝸ᐜ⨨䝴䝙䝑䝖༢౯䛻⅏ᐖ⅏ᐖᑐ⟇ቑศ༢౯䜢㏣ຍ䚸䐠䝰䝞䜲
䝹㼁㻹㻯䛾ಖ⟶䛻ᚲせ䛺㠃✚䜢㏣ຍ䛸䛾ᥦ䛒䜚䚹
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛛䜙䚸ྍᦙᆺ䝕䝆䝍䝹↓⥺⨨䛻䛴䛔䛶䚸䐟ග䝣䜯䜲䝞ᘏ㛗㻷㼙༢౯䠄ᯫ✵䞉ᆅୗ䠅䛻⅏ᐖᑐ⟇ቑศ㈝⏝䜢㏣ຍ䚸
䐠ྍᦙᆺ䝕䝆䝍䝹↓⥺⨨䛾ಖ⟶䛻ᚲせ䛺㠃✚䜢㏣ຍ䛸䛾ᥦ䛒䜚䚹

䠄㼑䠅ᖹ䛻䛚䛡䜛⏝➼䚸┠ⓗ

䕔ከ┠ⓗ⏝䛸䛾ษ䜚ศ䛡

⏝䛸䛾ษ䜚ศ䛡

• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛛䜙䚸ධຊ್ୖ䛷ᢞ㈨༢౯䜢ᣨศ䛩䜛䛻ᙜ䛯䜚䚸䝕䞊䝍⣔䛸㡢ኌ⣔䛾ຍධ⪅ẚ⋡䛻䜘䛳䛶ᣨศ䛩䜛䛣䛸䛜㐺ษ
䛸䛾ᥦ䛒䜚䚹
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࿋࠶షুఏᥫցἼЛṸṾṾ಼ಙậᝮಙ୦ഒӈ࠻Ἷሦ៍
䐤⛣ື㟁※㌴䜢タ⨨
㡯┠

ᥦෆᐜ䛾☜ㄆ

䠄㼍䠅䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䠄➼䛾㟁
Ẽ㏻ಙᴗ⪅䠅䛻䛚䛡䜛⏝䞉ಖ
᭷➼䛾ᐇ⦼䚸⤒ᖺ䝖䝺䞁䝗

䠄㼎䠅䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䠄➼䛾㟁
Ẽ㏻ಙᴗ⪅䠅䛾ᐇィ⏬ཬ䜃
㛵㐃つᐃ
䠄㼏䠅䝰䝕䝹ୖ䚸ᐃ䛥䜜䜛䛾ຠ

䕔ಖ᭷ྎᩘ䠄䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䠅䠖 㻟㻜㻡ྎ
䕔ᑟධ䛾ዎᶵ
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䛷䛿䚸ᚑ๓䜘䜚⅏ᐖᑐ⟇䛾ᚲせᛶ䛛䜙ಖ᭷䛧䛶䛔䛯䛜䚸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䜢ዎᶵ䛻ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ䛻㓄ഛᇶ‽䜢ぢ┤䛧䚹
• 䠪䠰䠰す᪥ᮏ䛷䛿䚸ᚑ๓䜘䜚⅏ᐖᑐ⟇䛾ᚲせᛶ䛛䜙ಖ᭷䛧䛶䛔䛯䛜䚸⇃ᮏᆅ㟈䜢ዎᶵ䛻ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䛻㓄ഛᇶ‽䛾ぢ┤䛧䚹
䕔ᚋ䛾㏣ຍᑟධணᐃ
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛷䛿䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䚸ᚋ㏣ຍᑟධ䜢᳨ウ䚹
䕔ಖ⟶ሙᡤỴᐃ䛾䝫䝸䝅䞊
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛷䛿䚸㏻ಙ䝃䞊䝡䝇䛾୰᩿䛜䛺䛔䜘䛖䛻䚸㟁ụಖᣢ㛫䚸㐨㊰䚸㉮⾜㛫➼䜢⪃៖䛧䚸ಖ⟶ሙᡤ䜢タᐃ䚹
䕔‽ᣐ䛩䜛ἲ௧䞉䜺䜲䝗䝷䜲䞁
• ᴗ⏝㟁Ẽ㏻ಙタഛつ๎䠄㻢㻜ᖺ㒑ᨻ┬௧➨㻟㻜ྕ䠅➨㻝㻝᮲
䠉

⋡ⓗ䛺ᑐ⟇᪉ἲ䜈䛾௦᭰ྍ⬟ᛶ
䠄㼐䠅䝰䝕䝹䜈䛾ᫎ᪉ἲ䛸㐺⏝⠊

ᅖ䛾ጇᙜᛶ䞉ᚲせᛶ䚸ᫎ῭䜏
ᑐ⟇㡯┠䛸䛾㔜」᭷↓

䠄㼑䠅ᖹ䛻䛚䛡䜛⏝➼䚸┠ⓗ

䕔䝰䝕䝹䜈䛾ᫎ᪉ἲ
䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛛䜙䚸௨ୗ䛾䛸䛚䜚ᥦ䛒䜚䚹
• ⛣ື㟁※㌴ᢞ㈨㢠䠙ྲྀᚓ༢౯㽢⛣ື㟁※㌴タ⨨ྎᩘ
• ⛣ື㟁※㌴ಖ⟶䝇䝨䞊䝇⥲㠃✚䠙ಖ⟶䝇䝨䞊䝇㠃✚㽢⛣ື㟁※㌴タ⨨ྎᩘ
• ⛣ື㟁※㌴ᢞ㈨㢠䠄䝡䝹ู䠅䠙 ⛣ື㟁※㌴ᢞ㈨㢠㽢ྛᒁ䛾⤥㟁ᑐ㇟タഛ⥲㟁ὶ㻔䝡䝹ู㻕䠋ᅜ䛾⤥㟁ᑐ㇟タഛ⥲㟁ὶ
• ಖ⟶䝇䝨䞊䝇㠃✚䠄䝡䝹ู䠅䠙⛣ື㟁※㌴ಖ⟶䝇䝨䞊䝇⥲㠃✚㽢ྛᒁ䛾⤥㟁ᑐ㇟タഛ⥲㟁ὶ㻔䝡䝹ู㻕䠋ᅜ䛾⤥㟁ᑐ㇟タഛ⥲
㟁ὶ
䠘㡢ኌ⣔䝕䞊䝍⣔䛸䛾ᣨศ䠚
• 䝗䝷䜲䝞䠙㡢ኌ⣔⏝ぢྜ䛔䛾ᵝ㟁ຊ್䠋䠪䠳య䛾ᵝ㟁ຊ್
䠘ᢞ㈨༢౯ධຊ್䠚
• ྲྀᚓ༢౯䠙⛣ື㟁※㌴䠍ྎᙜ䜚ྲྀᚓ༢౯㽢䝗䝷䜲䝞
• ⛣ື㟁※㌴タ⨨ྎᩘ
䠘ಖ⟶䝇䝨䞊䝇ධຊ್䠚
• ಖ⟶䝇䝨䞊䝇㠃✚䠙⛣ື㟁※㌴ಖ⟶䝇䝨䞊䝇䠍ྎᙜ䜚㠃✚㽢䝗䝷䜲䝞
䕔ᫎ῭䜏ᑐ⟇㡯┠䛸䛾㔜」᭷↓
• ➨䠒ḟ䝰䝕䝹᳨ウ䛾㝿䛻ᑟධ䛥䜜䛯ྍᦙᆺⓎືⓎ㟁ᶵ䛸㔜」䛒䜚䚹
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛛䜙䚸㡢ኌ⣔⏝ぢྜ䛔䛾ᵝ㟁ຊ್䛸䠪䠳య䛾ᵝ㟁ຊ್䛷ᣨศ䛩䜛䛣䛸䛜㐺ษ䛸䛾ᥦ䛒䜚䚹

⏝䛸䛾ษ䜚ศ䛡

࿋࠶షুఏᥫցἼЛṸṾṾ಼ಙậᝮಙ୦ഒӈ࠻Ἷሦ៍
䐥ᚋタ⨨ᆺ䛾≉タබ⾗㟁ヰ䜢㏣ຍ
㡯┠
䠄㼍䠅䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䠄➼䛾㟁
Ẽ㏻ಙᴗ⪅䠅䛻䛚䛡䜛⏝䞉ಖ
᭷➼䛾ᐇ⦼䚸⤒ᖺ䝖䝺䞁䝗

䠄㼎䠅䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䠄➼䛾㟁
Ẽ㏻ಙᴗ⪅䠅䛾ᐇィ⏬ཬ䜃
㛵㐃つᐃ
䠄㼏䠅䝰䝕䝹ୖ䚸ᐃ䛥䜜䜛䛾ຠ

ᥦෆᐜ䛾☜ㄆ
䕔ಖ᭷ྎᩘ
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛻䛶䚸䝫䞊䝍䝤䝹⾨ᫍ䜢㻝㻝㻤ྎಖ᭷䚹
䕔ᑟධ䛾ዎᶵ
䠉
䕔ᚋ䛾㏣ຍᑟධணᐃ
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛷䛿䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䚸ᚋ㏣ຍᑟධ䜢᳨ウ䚹
䕔ಖ⟶ሙᡤỴᐃ䛾䝫䝸䝅䞊
䠉
䕔‽ᣐ䛩䜛ἲ௧䞉䜺䜲䝗䝷䜲䞁
䠉
䠉

⋡ⓗ䛺ᑐ⟇᪉ἲ䜈䛾௦᭰ྍ⬟ᛶ
䠄㼐䠅䝰䝕䝹䜈䛾ᫎ᪉ἲ䛸㐺⏝⠊

ᅖ䛾ጇᙜᛶ䞉ᚲせᛶ䚸ᫎ῭䜏
ᑐ⟇㡯┠䛸䛾㔜」᭷↓
䠄㼑䠅ᖹ䛻䛚䛡䜛⏝➼䚸┠ⓗ
⏝䛸䛾ษ䜚ศ䛡

䕔䝰䝕䝹䜈䛾ᫎ᪉ἲ
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛛䜙䚸䝰䝕䝹䛾⾨ᫍ⨨タ⨨䝡䝹䛾୰䛻䝫䞊䝍䝤䝹⾨ᫍ⏝⨨タ⨨䝡䝹䜢㏣ຍ䛧䚸䜰䝘䝻䜾බ⾗㟁ヰ༢౯䛻
⅏ᐖᑐ⟇ቑศ༢౯䜢ຍ䛘䜛䛸䛾ᥦ䛒䜚䚹
䕔ᖹ䛻䛚䛡䜛⏝
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛛䜙䚸ᖹ⏝䛿䛺䛔䛸䛾ᅇ⟅䚹
䕔ከ┠ⓗ⏝䛸䛾ษ䜚ศ䛡
• 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛛䜙䚸䝫䞊䝍䝤䝹⾨ᫍ䛾䝁䝇䝖䛿䚸ᆅ⌫ᒁഃ䛷⾨ᫍ⨨䛻᥋⥆䛧䛶䛔䜛ᅇ⥺ᩘẚ➼䛻䜘䜚䚸䝕䞊䝍⣔䛸䛾ᣨศ䜢
⾜䛖䛣䛸䛜㐺ษ䛸䛾ᥦ䛒䜚䚹
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ᄄ៓ᬹ
ᾐᾓᾜ
ᾒᾢ
ᾒᾢᾜ
ᾒᾣᾕ
ᾒᾦᾓᾜ
ᾓᾝᾢἇὊἢ
ᾓᾢᾛᾐᾜ
ᾔᾝᾤᾜἇὊἢ
ᾕᾡᾣ
ᾖᾱᾔ
ᾗᾖᾦ
ᾛᾁᾢᾦ
ᾜᾓᾕ
ᾞᾛᾣ
ᾞᾝᾤ
ᾟᾞᾘ
ᾟᾣᾝ
ᾢᾑᾒ
ᾢᾣᾜὼᵏ
ᾣᾐ
ᾥιᾘᾟὼᾖᾦ

Ⅸ૰‣ Ⅹ

ᵟᶂᶂᵋᵢᶐᶍᶎ ᵫᶓᶊᶒᶇᶎᶊᶃᶖᶃᶐỉဦẇˡᡛᘺፗẇᵔᵎᵎᵫᶀᶎᶑẆᵐᵌᵒᵥᶀᶎᶑӍỊᵏᵎᵥᶀᶎᶑỉޅᑀ᧓᭗ᡮή̮ӭửἼὅἂཞỉϘᧈನỂˡᡛẴỦᘺፗẇ˓ॖỉޅᑀỂ
ᵓᵐᵫᶀᶎᶑˡᡛ̮ӭử˯ᡮͨẦỤ᭗ᡮͨồٶẆӍỊ᭗ᡮͨẦỤ˯ᡮͨồЎᩉẴỦẮểầỂẨỦẇ
ᵡᵿᶊᶊ ᵱᶃᶐᶔᶃᶐỉဦẇԠСࣂẆьλᎍᇢСࣂẆኺែᢠ৸ẆᛢሁỉೞᏡửਤếᚨͳẇᵧᵮᵋᵪᵰᵧᵡἴἙἽỂỊẆᾒᾄᾢᾢίỴἜἿἂὸửನẴỦɼễᚨͳểẲ
ềˮፗỀẬỤủẆᾢᾘᾟỆợụьλᎍỉСࣂӏỎᾒᾃᾢᾢửዓẴỦờỉẇ
ᵡᶊᶍᶁᶉ ᵱᶓᶎᶎᶊᶗ ᵫᶍᶂᶓᶊᶃỉဦẇἙἊἑἽዡɥỆấẬỦᡫ̮ԼឋửዜਤẴỦẺỜẆʩ੭ೞởˡᡛᘺፗሁỉᚨͳửӷẰẶỦẺỜỉἁἿἕἁử̓ዅẴỦᘺፗẇ
ᵡᵿᶀᶊᶃ ᵲᶃᶐᶋᶇᶌᵿᶒᶇᶍᶌ ᵤᶐᵿᶋᶃỉဦẇήἃὊἨἽᇢẇήἃὊἨἽửӓܾẴỦɼᣐዴႴẇ
ᵡᶍᵿᶐᶑᶃ ᵵᵿᶔᶃᶊᶃᶌᶅᶒᶆ ᵢᶇᶔᶇᶑᶇᶍᶌ ᵫᶓᶊᶒᶇᶎᶊᶃᶖᶇᶌᶅỉဦẇήἃὊἨἽỉˡᡛ݅ࡇử᭗ỜỦᾦᾓᾜίඬᧈЎлٶὸ২ᘐỉɟᆔỂẆඬᧈ݅ࡇỉ˯ẟᡫ̮૾ࡸẇ
ᵢᶍᶋᵿᶇᶌ ᵬᵿᶋᶃ ᵱᶗᶑᶒᶃᶋỉဦẇỶὅἑὊἕἚɥỂἛἳỶὅӸểᾘᾟỴἛἾἋỉ̞᧙ࣖݣửሥྸẴỦἇὊἢẇ
ᵢᶇᶅᶇᶒᵿᶊ ᵱᶓᶀᶑᶁᶐᶇᶀᶃᶐ ᵪᶇᶌᶃ ᵟᶁᶁᶃᶑᶑ ᵫᶓᶊᶒᶇᶎᶊᶃᶖᶃᶐỉဦẇᾓᾢᾛׅዴửٶ҄ẲẆؕ࠴ᡫ̮ዡồዓẴỦᘺፗẇ
ᵣᵌᵏᵔᵒ ᵬᶓᶋᶀᶃᶐ ᵫᵿᶎᶎᶇᶌᶅỉဦẇᩓᛅဪӭểỶὅἑὊἕἚɥỉᾘᾟỴἛἾἋỉ̞᧙ࣖݣửሥྸẴỦἇὊἢẇ
ᵤᶃᶃᶂᶃᶐ ᵰᶃᶋᶍᶒᶃ ᵲᶃᶐᶋᶇᶌᵿᶊỉဦẇẨዴໜᢒᨠӓܾᘺፗẇᾕᾡᾣẦỤޅộỂỊήׅዴẆᾕᾡᾣẦỤἸὊἈܡộỂỊἳἑἽׅዴửẪẇ
ᵥᶇᶅᵿᶀᶇᶒ ᵣᶒᶆᶃᶐᶌᶃᶒỉဦẇᾀᵥᶀᶎᶑỉˡᡛỶὅἑὊἧỹὊἋẇ
ᵦᶍᶋᶃ ᵥᵿᶒᶃᶕᵿᶗỉဦẇьλᎍܡỆᚨፗẰủỦẆᾞᾝᾤὉἨἿὊἛἢὅἛἽὊἑሁỉೞᏡửɟӨỆወӳẲẺᘺፗẇ
ᵪᵿᶗᶃᶐ ᵐ ᵱᶕᶇᶒᶁᶆỉဦẇᾞᾢᾘӋༀἴἙἽỉἙὊἑἼὅἁޖίᇹᾁޖὸỉἙὊἑỂἣἃἕἚỉᘍẨέửЙૺẲẆ᠃ᡛửᘍạờỉẇ
ᵫᵿᶇᶌ ᵢᶇᶑᶒᶐᶇᶀᶓᶒᶇᶍᶌ ᵤᶐᵿᶋᶃỉဦẇἳἑἽἃὊἨἽửӓܾẴỦɼᣐዴႴẇ
ᵭᶎᶒᶇᶁᵿᶊ ᵪᶇᶌᶃ ᵲᶃᶐᶋᶇᶌᵿᶊ ỉဦẇᩓൢᡫ̮ʙಅᎍͨỆᚨፗẰủỦήׅዴỉኳᇢᘺፗẇ
ᵭᶎᶒᶇᶁᵿᶊ ᵬᶃᶒᶕᶍᶐᶉ ᵳᶌᶇᶒỉဦẇьλᎍͨܡỆᚨፗẰủỦήׅዴỉኳᇢᘺፗẇ
ᵮᶍᶇᶌᶒ ᶍᶄ ᵧᶌᶒᶃᶐᶄᵿᶁᶃỉဦẇӲᡫ̮ʙಅᎍầஊẴỦׅዴỉႻʝዓໜẇ
ᵮᵿᶁᶉᶃᶒ ᵲᶐᵿᶌᶑᶄᶃᶐ ᵬᶍᶂᶃỉဦẇˡᡛᘺፗẇ᭗ᡮͨỊᵏᵎᵥᶀᶎᶑẆᵐᵌᵒᵥᶀᶎᶑỉỶὅἑὊἧỹὊἋỆẆ˯ᡮͨỊᵥᶀᵣẆᵱᵲᵫᵋᵏỉỶὅἑὊἧỹὊἋỆࣖݣẇ
ᵱᶃᶑᶑᶇᶍᶌ ᵠᶍᶐᶂᶃᶐ ᵡᶍᶌᶒᶐᶍᶊᶊᶃᶐỉဦẇᾘᾟᩓᛅዡỉዓໜỆấẟềẆီễỦᾥιᾘᾟἇὊἥἋ᧓ỉႻʝዓửСࣂẴỦἄὊἚỸỹỶᘺፗẇ
ᵱᶗᶌᶁᶆᶐᶍᶌᶍᶓᶑ ᵲᶐᵿᶌᶑᶎᶍᶐᶒ ᵫᶍᶂᶓᶊᶃ ᵪᶃᶔᶃᶊᵋᵏỉဦẇᵏᵓᵔᵫᶀᶎᶑỉˡᡛỶὅἑἧỹὊἋẇ
ᵲᶃᶐᶋᶇᶌᵿᶊ ᵟᶂᵿᶎᶒᶃᶐỉဦẇᡫ̮ׅዴỉኳᇢỆዓẰủỦỶὅἑὊἧỹὊἋ٭੭ᘺፗẇ
ᵴᶍᶇᶁᶃ ᶍᶔᶃᶐ ᵧᶌᶒᶃᶐᶌᶃᶒ ᵮᶐᶍᶒᶍᶁᶍᶊ ᵥᵿᶒᶃᶕᵿᶗỉဦẇỴἜἿἂᩓᛅዡểᾘᾟᩓᛅዡỉ᧓ỆấẬỦɶዒὉ٭੭ửᘍạᘺፗẇ
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参考資料

参考資料１ 次期ＬＲＩＣモデルに向けた見直し検討ワーキンググループ報
告 概要
参考資料２

長期増分費用モデル研究会

参考資料３ 長期増分費用モデル研究会
構成員等名簿

構成員名簿
モデル検討ワーキンググループ

参考資料４ 長期増分費用モデル研究会 モデル検討ワーキンググループ
サブワーキンググループ 構成員等名簿
参考資料５

長期増分費用モデル研究会 開催状況

参考資料６ 長期増分費用モデル研究会
開催状況

モデル検討ワーキンググループ

参考資料７ 長期増分費用モデル研究会 モデル検討ワーキンググループ
サブワーキンググループ 開催状況
参考資料８ 次期ＬＲＩＣモデルに向けた見直し検討の提案
・ＫＤＤＩ株式会社 提案資料
・ソフトバンク株式会社 提案資料
・東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社 提案資料
参考資料９ 関係事業者ヒアリング
・エヌ･ティ･ティ・コミュニケーションズ株式会社
・株式会社オプテージ
・ＫＤＤＩ株式会社
・ソフトバンク株式会社
・東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社
参考資料１０ 長期増分費用モデル研究会中間報告書（案）に対する意見及び
その考え方
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មΖ᮫ὄមἼকἰἴἷἿԪ୦ಲώ

1

Ṳ ౨᚛ʙ
䕿 ḟᮇ䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䛻ྥ䛡䛯ぢ┤䛧᳨ウ
⌧⾜䛾㛗ᮇቑศ㈝⏝䝰䝕䝹䠄௨ୗ䛂䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䛃䛸䛔䛖䚹䠅䠄௧ඖᖺᗘ䛛䜙௧䠏ᖺᗘ䜎䛷㐺⏝䠅䛿䚸ຍධ⪅ᶵ䜔୰⥅ᶵ➼䛾᥋⥆ᩱ⟬ᐃ
䛻⏝䛔䜛䛯䜑䛾䝰䝕䝹䛷䛒䜛䚹䠥䠬⥙䜈䛾⛣⾜ᚋ䜢ぢᤣ䛘䛴䛴䚸௧䠐ᖺᗘ௨㝆䛾᥋⥆ᩱ⟬ᐃ䛻㐺⏝䛧ᚓ䜛ḟᮇ䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䛾⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛯䝰䝕䝹
䛾ぢ┤䛧᳨ウ䜢⾜䛖䚹
䠄䠍䠅䝰䝕䝹ぢ┤䛧᳨ウ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾๓ᥦ᮲௳
䠄䠎䠅䝰䝕䝹ぢ┤䛧᳨ウ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾ᇶᮏⓗ⪃䛘᪉
䠄䠏䠅䝰䝕䝹ぢ┤䛧䛾ヲ⣽᳨ウ

䛺䛚䚸䠥䠬⥙䜈䛾⛣⾜䛻క䛖᥋⥆ᙧែ䜔タഛᵓᡂ䛾ኚ᭦➼䛾⎔ቃኚ䜢㋃䜎䛘䛯䝥䝷䜲䝅䞁䜾䛾᳨ウ䛻䜘䜚䚸䝰䝕䝹ぢ┤䛧䛜ᚲせ䛸ุ᩿䛥䜜䜛ሙྜ
䛻䛿䚸㏣ຍ᳨ウ䜢⾜䛖䚹

Ṳ ἴἙἽᙸႺẲ౨᚛Ệ࢘ẺẾềỉЭ੩வˑ
ሗ㏻ಙᑂ㆟⟅⏦䛂ᖹᡂ㻟㻝ᖺᗘ௨㝆䛾᥋⥆ᩱ⟬ᐃ䛻䛚䛡䜛㛗ᮇቑศ㈝⏝᪉ᘧ䛾㐺⏝䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛃䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺ㻝㻜᭶㻝㻢᪥䠅䠄௨ୗ䛂ᖹᡂ㻟㻜ᖺ
㏻ᑂ⟅⏦䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛛䜙䚸䝰䝕䝹ぢ┤䛧᳨ウ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾๓ᥦ᮲௳䜢ḟ䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹

䐟 䝰䝕䝹䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛻䛴䛔䛶
• 䠥䠬⥙䜈⛣⾜ᚋ䛾᥋⥆ᩱ⟬ᐃ䛻㛗ᮇቑศ㈝⏝᪉ᘧ䜢㐺⏝䛩䜛䛸䛧䛯ሙྜ䚸ᑐ㇟䛸䛺䜛䝃䞊䝡䝇䜔ᶵ⬟䛾⠊ᅖ䛿ᵝ䚻䛺㑅ᢥ⫥䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹᥋⥆
ᩱ⟬ᐃ䛾ຠ⋡➼䛾䛯䜑䛻㐺ษ䛺⠊ᅖ䜢㑅ᢥ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸䝥䝷䜲䝅䞁䜾䛾ほⅬ䛛䜙ᐃ㔞ⓗ䛺᳨ド䜢⾜䛘䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
• 䛭䛖䛧䛯ᐃ㔞ⓗ䛺䝥䝷䜲䝅䞁䜾䛾᳨ド䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖䚸ḟᮇ䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䜈䛾ぢ┤䛧᳨ウ䜢㐍䜑䜛䛻ᙜ䛯䜚䚸䛭䛾䝰䝕䝹䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛿䝯䝍䝹䠥䠬
㟁ヰ䛸ග䠥䠬㟁ヰ䜢ᐜ䛩䜛୍యⓗ䛺ᅛᐃ㟁ヰ⥙䜢ᐃ䚹

䐠 ຍධ⪅ᅇ⥺䛾䝰䝕䝹䛻䛴䛔䛶
• ḟᮇ䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䜈䛾ぢ┤䛧᳨ウ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸➨ඵḟ䝰䝕䝹䠄䠥䠬䠉䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䠅䜢䝧䞊䝇䛸䛧䛴䛴䚸䝰䝕䝹䛾ᑐ㇟䛷䛒䜛䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ䛸ග䠥
䠬㟁ヰ䜢ᐜ䛩䜛୍యⓗ䛺ᅛᐃ㟁ヰ⥙䛻䛴䛔䛶䚸ග䝣䜯䜲䝞䜔↓⥺䛺䛹䝯䝍䝹ᅇ⥺௨እ䠄௨ୗ䛂䝯䝍䝹ᅇ⥺௨እ䛾ຍධ⪅ᅇ⥺䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛷䜒䝃䞊䝡
䝇ᥦ౪ྍ⬟䛺タഛᵓᡂ䛸䛧䛯ሙྜ䛻ぢ┤䛩䜉䛝㡯䛻䛴䛔䛶᳨ウ䚹

䐡 䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ䛾タഛᵓᡂ䜔䝁䝇䝖ぢ㏻䛧䛻䛴䛔䛶ᢕᥱ䛾ᚲせᛶ
• 䠥䠬⥙䜈䛾⛣⾜ᚋ䜢ぢᤣ䛘䛴䛴䚸௧䠐ᖺᗘ௨㝆䛾᥋⥆ᩱ⟬ᐃ䛻⏝䛔䜛䛣䛸䜢ᐃ䛧䛶ḟᮇ䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䛾᳨ウ䜢㐍䜑䜛䛻ᙜ䛯䜚䚸ᐇ⥙䛻䛚䛡䜛䝯
䝍䝹䠥䠬㟁ヰ䛾タഛᵓᡂ䜔䝁䝇䝖䛾ぢ㏻䛧䜢ලయⓗ䛻ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
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2

¾ ܭႎễἩἻỶἉὅἂỉ౨ᚰỆẴỦẺỜẆഏᾛᾡᾘᾒἴἙἽỊẆᇹοഏἴἙἽίᾘᾟὼᾛᾡᾘᾒἴἙἽὸửἫὊἋểẲếếẆἳἑἽᾘᾟᩓᛅểήᾘᾟ
ᩓᛅửӓܾẴỦɟ˳ႎễܭᩓᛅዡỂẝẾềẆήἧỳỶἢởዴễỄἳἑἽׅዴˌٳỉ૾ඥỂờἇὊἥἋ੩̓ӧᏡễᚨͳನửेܭẇ
䕔 ぢ┤䛧᳨ウ㡯┠
㡯 ┠

ෆ ᐜ

䝰䝕䝹ぢ┤䛧䛾ᇶᮏ᳨ウ
䠍䠊䝰䝕䝹䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛䝃䞊䝡䝇䞉ᶵ⬟➼
䠍䠉䠍
䠍䠉䠎
䠍䠉䠏
䠍䠉䠐
䠍䠉䠑

䝰䝕䝹䛾ᑐ㇟䝃䞊䝡䝇䞉ᶵ⬟
䝯䝍䝹ᅇ⥺௨እ䛾ຍධ⪅ᅇ⥺䛻䜘䜛タഛᵓᡂ䛾ᐃ
䝰䝕䝹䛷ලഛ䛩䜉䛝ᶵ⬟
䝰䝕䝹䛻䛚䛡䜛㠀ᣦᐃタഛ䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔
䝰䝕䝹䛷⪃៖䛩䜉䛝㡢ኌ䝃䞊䝡䝇ရ㉁

• ḟᮇ䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䛻䛚䛔䛶䚸䝯䝍䝹ᅇ⥺௨እ䛾ຍධ⪅ᅇ⥺䛻䜘䜛タഛᵓᡂ䜢ᐃ䛩䜛䛻ᙜ䛯䜚䚸䝰䝕䝹
䛾ᑐ㇟䝃䞊䝡䝇䞉ᶵ⬟䠄ᅛᐃ㟁ヰ䚸බ⾗㟁ヰ➼䠅䚸ලഛ䛩䜉䛝ᶵ⬟䠄⥭ᛴ㏻ሗ䚸ᒁ⤥㟁➼䠅䚸䝰䝕䝹䛻䛚䛡䜛
㠀ᣦᐃタഛ䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔➼䛻䛴䛔䛶ぢ┤䛩䜉䛝㡯䛿䛒䜛䛛䚹
• 䝰䝕䝹䛷⪃៖䛩䜉䛝㡢ኌ䝃䞊䝡䝇ရ㉁䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝䠌䠝䠞䡚䠦䠉䠥䠬㟁ヰ┦ᙜ䛸䛩䜛䛣䛸䛜㐺ᙜ䛛䚹

䝰䝕䝹ぢ┤䛧䛾ヲ⣽᳨ウ
• 䝯䝍䝹ᅇ⥺௨እ䛾ຍධ⪅ᅇ⥺䜢䝰䝕䝹䛩䜛䛻ᙜ䛯䜚䚸䝹䞊䝖タᐃ䜔タഛ㔞⟬ᐃ䛾䛯䜑䛾䝻䝆䝑䜽䛸䛧䛶䚸䠥
䠬䛾⠊ᅖ䠄 䛹䛣䛷䠥䠬䛩䜛䛛䠅䚸タഛ㑅ᢥ䠄 ຍධ⪅ᅇ⥺䛾㑅ᢥ䝻䝆䝑䜽䠅䚸ศᒱ᪉ἲ䠄 ᒁእ䝇䝥
䝸䝑䝍䛾タ⨨᪉ἲ䠅➼䛿䛹䛖䛒䜛䜉䛝䛛䚹

䠎䠊ຍධ⪅ᅇ⥺䛾䝰䝕䝹䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾⪃䛘᪉
䠎䠉䠍 䠥䠬䛾⠊ᅖ
䠎䠉䠎 ගᅇ⥺䛾ศᒱ᪉ἲ
䠎䠉䠏 ຍධ⪅ᅇ⥺䛾㑅ᢥ䝻䝆䝑䜽

• 䝯䝍䝹ᅇ⥺௨እ䛾ຍධ⪅ᅇ⥺䜢ᐃ䛧䛯ሙྜ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓᡂ䠄 䝇䝁䞊䝏䝗䞉䝜䞊䝗䛾௬ᐃ䠅䚸┦᥋
⥆䠄 ┦᥋⥆Ⅼཬ䜃᥋⥆᪉ᘧ䠅䚸タഛᵓᡂ䠄 ᒁタ⨨タഛ䚸ಙྕ⥙䚸⥭ᛴ㏻ሗ䠅➼䛿䛹䛖䛒䜛䜉䛝䛛䚹

䠏䠊䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓᡂ䛻䛴䛔䛶䛾⪃䛘᪉
䠏䠉䠍 䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓᡂ
䠏䠉䠎 ┦᥋⥆䞉タഛᵓᡂ

• 䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰཬ䜃ග䠥䠬㟁ヰ䜢୍య䛸䛧䛯ᅛᐃ㟁ヰ⥙䜢䝰䝕䝹䛩䜛䛻ᙜ䛯䜚䚸タഛඹ⏝䛾⠊ᅖ䠄 ྛタ
ഛ䛻䛚䛡䜛㡢ኌ⣔䠋䝕䞊䝍⣔䛾䝁䝇䝖ᣨศ᪉ἲ䠅䜔タഛ㔞⟬ᐃ䛾䛯䜑䛾䝖䝷䝠䝑䜽༊ศ䠄᥋⥆䚸⥙ෆ䛾
༊ศ䠅➼䛻䛴䛔䛶ぢ┤䛩䜉䛝㡯䛿䛒䜛䛛䚹

䠐䠊タഛඹ⏝䛾⠊ᅖ䛸䝖䝷䝠䝑䜽༊ศ
䠐䠉䠍 タഛඹ⏝䛾⠊ᅖ
䠐䠉䠎 䝖䝷䝠䝑䜽༊ศ
䠐䠉䠏 ඃඛไᚚ䜢⪃៖䛧䛯䝁䝇䝖㓄㈿

䠑䠊䠰䠯䠋䠪䠰䠯䝁䝇䝖༊ศ䛾⪃䛘᪉

• 䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰཬ䜃ග䠥䠬㟁ヰ䜢୍య䛸䛧䛯ᅛᐃ㟁ヰ⥙䛻䛴䛔䛶䝯䝍䝹ᅇ⥺௨እ䛾ຍධ⪅ᅇ⥺䛻䜘䜛タഛᵓ
ᡂ䜢ᐃ䛩䜛ሙྜ䛻䚸䠰䠯䠋䠪䠰䠯䝁䝇䝖༊ศ➼䛻䛴䛔䛶ぢ┤䛩䜉䛝㡯䛿䛒䜛䛛䚹

䠒䠊䛭䛾

• 䛭䛾ぢ┤䛩䜉䛝㡯䛿䛒䜛䛛䚹

䠒䠉䠍
䠒䠉䠎
䠒䠉䠏
䠒䠉䠐

ග䜿䞊䝤䝹䛾⤒῭ⓗ⪏⏝ᖺᩘ
᪂つධຊ್➼
㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᙉ㠎䛾ྲྀ⤌➼䛾ᫎ
≉ูᦆኻ䛾ᢅ䛔

មώήὼᾩ̵ᾯ

䠒᭶

䝰
䝕
䝹
◊
✲


䝰
䝕
䝹
᳨
ウ
䠳
䠣

䠯
䠳
䠣

䠓᭶

➨㻢㻠ᅇ

䠕᭶

䠍䠌᭶

➨㻢㻡ᅇ

䠍䠍᭶

3

௧䠎ᖺ
䠍᭶

䠍䠎᭶

䠎᭶

䠏᭶

䠑᭶

➨㻢㻣ᅇ

➨㻢㻤ᅇ

䕦

䕦

➨㻢㻢ᅇ

䕦

䕦

䕦

䠄㻢㻛㻞㻤䠅

䠄㻣㻛㻟㻝䠅

䠄㻝㻝㻛㻡䠅

䠄㻟㻛㻞㻟䡚㻟㻜䠅 ἣἨἅἳ 㻔䠑᭶㡭㻕
䈜ᣢ䛱ᅇ䜚

• ౨᚛ʙሁ

• ἴἙἽᙸႺẲᾦᾖ
ỉᚨፗ

• ౨᚛ỉཞඞ
ίᾦᾖẦỤᡶإԓὸ

• ɶ᧓إԓక
ίഏᾛᾡᾘᾒἴἙἽὸ
ỉݙᜭ

➨䠍ᅇ ➨䠎ᅇ ➨䠏ᅇ

䕦

䕦

➨䠐ᅇ ➨䠑ᅇ

䕦

䕦

䠄㻥㻛㻝㻞䠅 䠄㻥㻛㻞㻣䠅 䠄㻝㻜㻛㻝㻤䠅
• ᧙̞ʙಅᎍἤỴἼὅἂ
• ഏᾛᾡᾘᾒἴἙἽ੩క
• ᾢᾦᾖỉᚨፗ

➨䠍ᅇ ➨䠎ᅇ

䕦

䕦

䠄㻥㻛㻝㻥䠅 䠄㻝㻜㻛㻝㻜䠅

➨䠒ᅇ

䕦

䕦

䠄㻝㻞㻛㻝㻢䠅 䠄㻝㻛㻝㻣䠅

• ᛯໜૢྸίЭҞὸ

• ɶ᧓إԓ Ḥ
ίഏᾛᾡᾘᾒἴἙἽὸ
ӕụộểỜ

䠄㻞㻛㻞㻣䠅

• ᛯໜૢྸίࢸҞὸ

• ᾦᾖӕụộểỜ

➨䠏ᅇ ➨䠐ᅇ ➨䠑ᅇ ➨䠒ᅇ ➨䠓ᅇ ➨䠔ᅇ

䕦

䕦

䕦

䕦

䕦

䕦

䠄㻝㻝㻛㻞㻣䠅 䠄㻝㻞㻛㻢䠅 䠄㻝㻛㻤䠅 䠄㻝㻛㻟㻝䠅 䠄㻞㻛㻣䠅 䠄㻞㻛㻝㻥䠅
ḤഏᾛᾡᾘᾒἴἙἽửဇẟẺἸἝἢὊἇἽἇὊἥἋἅἋἚምܭỉנụ૾ሁỆếẟềỊࡽẨዓẨ౨᚛ửܱẇ
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4

¾ ἴἙἽỉׅዴᩔᙲểẲềৢạἇὊἥἋỊẆἳἑἽᾘᾟᩓᛅίьλᩓᛅὸẆᾘᾢᾓᾝẆπᘌᩓᛅӏỎήᾘᾟᩓᛅểẴỦẇ
¾ ἳἑἽׅዴỊἳἑἽׅዴˌٳỉьλᎍׅዴḤỆፗẨ੭ảӧᏡểẴỦẇፗẨ੭ảỉஊỊẆኺฎൔ᠋ờẲẪỊẸủỆႻ࢘ẴỦൔ᠋ίˌɦẐь
λᎍׅዴỉᢠ৸ἿἊἕἁẑểẟạẇὸỆợẾềЙૺẴỦẇ
Ḥ ʻׅỉ౨᚛ỂỊẆዴỂ੩̓ẴỦئӳỉᚨͳನỆếẟềφ˳ỉ੩కầễẦẾẺẺỜẆἳἑἽׅዴˌٳỉἇὊἥἋ੩̓૾ඥểẲềỊݦỤήׅዴửेܭẴỦẇ

¾ ʙಅဇᩓൢᡫ̮ᚨͳᙹЩỉᙹܭửἴἙἽỂφͳẴỔẨೞᏡḤᾀḤᾁểẲẆἴἙἽỉምݣܭᝋểẴỦẇ
Ḥᾀ ьλᎍׅዴỉᢠ৸ἿἊἕἁỆợụἳἑἽׅዴửήׅዴỆፗẨ੭ảẺئӳỉẐޅዅᩓẑỆ᧙ẲềỊẆʙಅဇᩓൢᡫ̮ᚨͳᙹЩỉᙹܭỆợỤễẟܱឋႎễᩔᙲửἅἋἚἴἙἽ҄ẲẆήᾘᾟỚễẲᩓᛅỉ
ἅἋἚỆьምẴỦẇ
Ḥᾁ ʙಅဇᩓൢᡫ̮ᚨͳᙹЩỉᙹܭỆьảφͳẴỔẨπᘌᩓᛅỉೞᏡểẲềẆᛢऴإỆ̞ỦೞᏡửἴἙἽỉምݣܭᝋểẴỦẇ

䕔䛂ຍධ⪅ᅇ⥺䛾㑅ᢥ䝻䝆䝑䜽䛃䜲䝯䞊䝆

┦᥋⥆ᒁ

┴㛫ఏ㏦㊰

䝁䜰ᒁ

ᐜᒁ

ᐜᒁ
ᐜ⨨

ᐜ䝹䞊䝍

䠢䠮䠰

ᐜ䝹䞊䝍

䝇䝥䝸䝑䝍➼

䝇䝥䝸䝑䝍➼

䝇䝥䝸䝑䝍➼

ග䠥䠬䜏䛺䛧㟁ヰ
䠄ග䜏䛺䛧ᅇ⥺䠅

ග䠥䠬㟁ヰ
䠄ගᅇ⥺䠅

ຍධ⪅ᅇ⥺䛾㑅ᢥ
䝻䝆䝑䜽

䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ➼
䠄䝯䝍䝹ᅇ⥺䠅

ග䠥䠬㟁ヰ
䠄ගᅇ⥺䠅

䝯䝍䝹ᅇ⥺䜢
ගᅇ⥺䛻
⨨䛝䛘ྍ⬟
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5

¾ ήׅዴḤᾀỊẆܡϋᚨፗỉᾗᾖᾦỂᾘᾟ٭੭ửᘍẟẆἋἩἼἕἑỆợẾềɟᑵửЎޟẰẶỦἉỹỴἛỴἁἍἋ૾ࡸểẴỦẇЎޟૠỊẆޅϋἋἩἼἕ
ἑίᾃЎޟὸӏỎٳޅἋἩἼἕἑίᾇЎޟὸḤᾁỉӳᚘᾂᾁЎޟểẴỦẇ
Ḥᾀ ἳἑἽׅዴỉئӳỊẆྵᘍᾘᾟἴἙἽểӷಮỆӓܾޅỂᾘᾟ٭੭ửᘍạẇ
Ḥᾁ ޅϋἋἩἼἕἑỊӓܾޅϋẆٳޅἋἩἼἕἑỊݱғဒỉᣐዴໜỆᣐፗẴỦẇẮỉᣐዴໜỊྵᘍᾘᾟἴἙἽỆấẬỦἳἑἽׅዴỉᣐዴໜểӷẳểẴỦẇ

¾ ήׅዴỉᣐዴᚨͳሁỉἴἙἽ҄Ệ̞Ủᎋả૾ỊẆܡϋᚨͳίᾗᾖᾦӏỎᾞᾝᾤὸửἴἙἽ҄ỉݣᝋểẴỦ˂Ẇދϋᣐዴ῍ẨዴᚨͳỆếẟề
ỊྵᘍᾘᾟἴἙἽỉἳἑἽׅዴểӷಮểẴỦẇ

䕔ගᅇ⥺䛾ศᒱ᪉ἲ䜲䝯䞊䝆

䠘䝅䜵䜰䝗䜰䜽䝉䝇᪉ᘧ䠚
ຍධ⪅Ꮿ

ᐜᒁ

ᒁእ䝇䝥䝸䝑䝍
䠄䠔ศᒱ䠅
䠤䠣䠳

䠫䠪䠱

ศᒱ➃ᮎᅇ⥺
䠄ᘬ㎸⥺䠅

㟁
ᰕ

㟁
ᰕ

㓄⥺Ⅼ

䛝⥺Ⅼ

䠢䠰䠩

➃ᮎᅇ⥺

ᒁෆ䝇䝥䝸䝑䝍
䠄䠐ศᒱ䠅

䠫䠨䠰

䕔ගᅇ⥺䛾㓄⥺タഛ➼䛾䝰䝕䝹䛻ಀ䜛⪃䛘᪉
タഛ
Ꮿෆタഛ䠄䠤䠣䠳ཬ䜃䠫䠪䠱䠅
ᒇෆ㓄⥺ཬ䜃ᘬ㎸⥺

㓄⥺タഛཬ䜃䛝⥺タഛ

⪃䛘᪉
ග䠥䠬㟁ヰ䛷䛿䠥䠬ኚᶵ⬟䛜Ꮿෆタഛ䠄䠤䠣䠳䠅䛻䛒䜛䛣䛸䜢㋃䜎䛘䚸䝰䝕䝹䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛䚹
ᒇෆ㓄⥺ཬ䜃ᘬ㎸⥺䠄䝡䝹ᘬ㎸䜏䛾ሙྜ䜢㝖䛟䚹䠅䛿䚸⌧⾜䠥䠬䝰䝕䝹䛾䝯䝍䝹ᅇ⥺䛸ྠᵝ䛻䝰䝕䝹䛾ᑐ㇟䛸䛧䛺䛔䚹
䝡䝹ᘬ㎸䜏䛾ሙྜ䛾ᘬ㎸⥺䛿䚸⌧⾜䠥䠬䝰䝕䝹䛾䝯䝍䝹ᅇ⥺䛸ྠ䛨ᑠ༊⏬䛾㟂せᩘ䛻ᇶ䛵䛟㛵ᩘ䜢⏝䛔䛶タഛ㔞䜢⟬ᐃ䛩䜛
䛣䛸䛸䛧䚸ᚋලయⓗ䛺ᥦ䛜䛒䜜䜀ぢ┤䛩䚹䛭䛾㝿䚸䝡䝹ෆ䛻䠨䠎䝇䜲䝑䝏䜢タ⨨䛧୍ᐃᩘ䛻ศᒱྍ⬟䛸䛩䜛䚹
⌧⾜䠥䠬䝰䝕䝹䛾䝯䝍䝹ᅇ⥺䛸ྠᵝ䛻䝰䝕䝹䛾ᑐ㇟䛸䛩䜛䚹
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6

¾ ьλᎍׅዴỉᢠ৸ἿἊἕἁỆấẟềἳἑἽׅዴẦỤήׅዴồỉፗẨ੭ảЙૺửᘍạẺỜỉἫὅἓἰὊἁửᚨܭḤẴỦẇ
Ḥ ᚨͳσဇݣᝋỂẝỦή؏עᾘᾟἇὊἥἋᩔᙲỉஊỆợẾềẲẨẟ͌ầ٭ỪỦẺỜẆẸủẹủỉئӳỆếẟềᚨܭẴỦẇ

¾ ἫὅἓἰὊἁỉẲẨẟ͌ỊẆή؏עᾘᾟἇὊἥἋᩔᙲẝụỉӓܾޅỊἳἑἽׅዴӏỎήׅዴỉӳᚘầᾁύᾄᾄׅዴᾺᾼᾁˌɦẆή؏עᾘᾟ
ἇὊἥἋᩔᙲễẲỉӓܾޅỊἳἑἽׅዴầᾄᾃׅዴᾺᾼᾁˌɦỉئӳỆፗẨ੭ảỦẇ
¾ ẺẻẲẆᢠ৸ἿἊἕἁỆဇẟỦλщ͌ỉɟᢿḤỆếẟềଏ܍ỉἴἙἽλщ͌ỉᎋả૾ểૢӳửỦ࣏ᙲầẝỦểẮỨẆẮủỤỊɶ᧓إԓࢸ
ờዒዓ౨᚛ẴỔẨᛢ᫆ểẴỦẇẸủỆˤẟẆɥᚡẲẨẟ͌ỊஜإԓỆ࢘ẺẾềỉ͌ܭểẲẆஜإԓࢸỆλщ͌ỉᎋả૾ửᙸႺẲẺɥỂ
ᄩܭẰẶỦẇ
Ḥ ἃὊἨἽࡨᧈᾀᾺᾼ࢘Ẻụᚨ̬μᝲӏỎἃὊἨἽࡨᧈᾀᾺᾼ࢘Ẻụ৲᫇ỉᾁếỉλщ͌ẇ

䕔䝧䞁䝏䝬䞊䜽䠄䛧䛝䛔್䠅
ගᆅᇦ咚咡同呎吪吐㟂せ厤叫

⨨䛝䛘䛺䛧

⨨䛝䛘䛒䜚

䝯䝍䝹ᅇ⥺䠇ගᅇ⥺

ග䜏䛺䛧ᅇ⥺䠇ගᅇ⥺

ᐜᒁ

䛧䛝䛔್

ᐜᒁ

ᐜ⨨

ᐜ䝹䞊䝍

䠢䠮䠰

䝇䝥䝸䝑䝍➼

䝹䠥䠬㟁ヰ➼
䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ➼
䠄䝯䝍䝹ᅇ⥺䠅

ᐜᒁ䛻䛚䛡䜛㟂せᐦᗘ䛜
䠎䠈䠑䠑䠌ᅇ⥺䠋䡇䡉䠎௨ୗ䛾ሙྜ䛻
ගᅇ⥺䜈⨨䛝䛘
䠄ヱᙜᒁ䛾䠕䠐䠂䛜⨨䛝䛘䠅

ᐜ䝹䞊䝍

䝁䝇䝖ẚ㍑

ග䠥䠬㟁ヰ
ග䠥䠬㟁ヰ䚸
ගᆅᇦ䠥䠬䝕䞊䝍
䠄ගᅇ⥺䠅

䝇䝥䝸䝑䝍➼

䝇䝥䝸䝑䝍➼

䠬䜏䛺䛧㟁
ග䠥䠬䜏䛺䛧㟁ヰ
䠄ග䜏䛺䛧ᅇ⥺䠅

ග䠥䠬㟁ヰ
ග䠥䠬㟁ヰ䚸
ගᆅᇦ䠥䠬䝕䞊䝍
䠄ගᅇ⥺䠅

ගᆅᇦ咚咡同呎吪吐㟂せ友厹

䝯䝍䝹ᅇ⥺

ග䜏䛺䛧ᅇ⥺

ᐜᒁ

ᐜᒁ䛻䛚䛡䜛㟂せᐦᗘ䛜
䠑䠐䠌ᅇ⥺䠋䡇䡉䠎௨ୗ䛾ሙྜ䛻
ගᅇ⥺䜈⨨䛝䛘
䠄ヱᙜᒁ䛾䠕䠕䠂䛜⨨䛝䛘䠅

ᐜᒁ

ᐜ⨨

ᐜ䝹䞊䝍

ᐜ䝹䞊䝍

䝁䝇䝖ẚ㍑

䠢䠮䠰

䝇䝥䝸䝑䝍➼

䝹䠥䠬㟁ヰ➼
䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ➼
䠄䝯䝍䝹ᅇ⥺䠅

䠬䜏䛺䛧㟁
ග䠥䠬䜏䛺䛧㟁ヰ
䠄ග䜏䛺䛧ᅇ⥺䠅

ỗẬᾑᾇᾌᾳ̵έඥષἼἵἕἷἿᒈἙ

7

¾ ἕἚὁὊἁನỊӓܾޅẆἅỴޅӏỎႻʝዓޅỆợỦನểẴỦẇ
¾ ႻʝዓỊிʮὉ᧵ٻᾁሖỉႻʝዓޅỂᘍẟẆႻʝዓ૾ࡸỊᾘᾟᾢᾘᾟ૾ࡸểẴỦẇ
¾ ዬ࣯ᡫإᚨͳỊẆྵᘍᾘᾟἴἙἽỆấẬỦᾁếỉ૾ࡸίݦဇዴዓ૾ࡸẆᾘᾢᾓᾝዓ૾ࡸὸỆẆʻࢸẆોầᡶớẮểầेܭẰủỦήᾘᾟׅዴ
ዓ૾ࡸḤửьảẺᾂếỉ૾ࡸửဇẴỦẇ
Ḥ ᾒᾢ፭ỆφͳẴỦೞᏡỉạẼྵᘍᾘᾟἴἙἽỂỊφͳẰủềẟễẟểᎋảỤủỦẐᘻဪӭႺἒỶἶἽᙹСẑỆếẟềỊૼẺỆἴἙἽ҄ẇ

¾ ἕἚὁὊἁỉܤμࣱ̮᫂ỉᄩ̬ỉᚇໜẦỤẆᚨͳỊӧᏡễᨂụʚ҄ẴỦẇ
䕔䝛䝑䝖䝽䞊䜽タഛᵓᡂ䜲䝯䞊䝆
䠄ᮾி䠅

䠄㜰䠅
Ώ䜚ఏ㏦㊰

┦᥋⥆ᒁ

䠥䠬䠉䠬䠫䠥᥋⥆

┦᥋⥆ᒁ

┴㛫ఏ㏦㊰

䝁䜰ᒁ

ᐜᒁ

䝁䜰ᒁ

ᐜᒁ

ᐜᒁ

䠄ᅜ䠍䠌䠌⟠ᡤ䠅

ᐜᒁ

䠄ᅜ䠓䠈䠍䠑䠒⟠ᡤ䠅

䕔ᒁ䛻タ⨨䛩䜛タഛ
ᒁ

タ⨨タഛ

ᐜᒁ

䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰཬ䜃䠥䠯䠠䠪䛾ᅇ⥺䜢ᐜ䛩䜛ຍධ⪅ᅇ⥺ᐜ⨨䚸㡢ኌᐜ䝹䞊䝍䚸䠨䠎䠯䠳䚸ᒁ
ෆ䝇䝥䝸䝑䝍䚸䠫䠨䠰୪䜃䛻ඹ⏝ᐜ䝹䞊䝍➼䜢タ⨨䚹

䝁䜰ᒁ

䠟䠯䚸ඹ⏝䝁䜰䝹䞊䝍➼䜢タ⨨䚹

┦᥋⥆ᒁ

┦᥋⥆ᒁ䛿䝁䜰ᒁ䛸ව⏝䛸䛧䚸䝁䜰ᒁ䛻タ⨨䛩䜛タഛ䠄䠟䠯䚸ඹ⏝䝁䜰䝹䞊䝍➼䠅䛾䚸䠯䠞䠟䚸
䠡䠪䠱䠩䝃䞊䝞ཬ䜃䠠䠪䠯䝃䞊䝞➼䜢タ⨨䚹

133

ếᒈỀࢂ࠻אἿឥѰඥષ

8
䈜 䝁䜰ᒁ䜎䛷䛾⤒㊰㏵୰䛻㞳ᓥタഛ䛜䛒䜛ሙྜ䜢㝖䛟䚹

㑅ᢥ䝻䝆䝑䜽䛷䝯䝍䝹ᅇ⥺䜢㑅ᢥ

㑅ᢥ䝻䝆䝑䜽䛷ගᅇ⥺䜢㑅ᢥ

䠟䠯䠩

㻵㻿㻰㻺㻝㻡㻜㻜
ගᑓ⏝⥺➼

ఏ㏦⨨咁
咔咨咕咞咂

ගᑓ⏝⥺➼

ගᆅᇦ㻵㻼

ඹ⏝ᐜ
呂呎吖

ගᆅᇦ䠥䠬

㻯
㼀
㻲

咠咝咥

㻵㻿㻰㻺㻝㻡㻜㻜

㻵㻿㻰㻺㻢㻠

㻯
㼀
㻲

ᒁෆ咤咡

ගᅇ⥺

㻯
㼀
㻲

ᑓ⏝⥺
䝴䝙䝑䝖

බ⾗㟁ヰ

ගᅇ⥺

䝯䝍䝹ᑓ⏝⥺

䠟䠯䠩

䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ

ᒁእ咤咡

㻲㻾㼀

㻵㻿㻰㻺㻢㻠

咠咝咥

බ⾗㟁ヰ

ᒁෆ咤咡

吸吖呂ᅇ⥺

䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ

ᐜᒁ
ග叠友厹ᅇ⥺

㻵㻿㻰㻺㻢㻠
䝯䝍䝹ᑓ⏝⥺

ຍධ⪅ᅇ⥺
ᐜ⨨

ఏ㏦⨨咁
咔咨咕咞咂

㻹
㻰
㻲

ඹ⏝ᐜ呂呎吖

බ⾗㟁ヰ

咝咇咤咨

吸吖呂ᅇ⥺

ගᆅᇦ䠥䠬㟂せ䛒䜚ͤ

ᐜᒁ
䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ

㻯
㼀
㻲

ᑓ⏝䝜䞊䝗⨨➼

ᒁእ
䠯䠬

䠄タഛ㔞䛿⟬ᐃ䛧䛺䛔䠅

ᑓ⏝䝜䞊䝗⨨➼
䠄タഛ㔞䛿⟬ᐃ䛧䛺䛔䠅

䠟䠯䠩

㻵㻿㻰㻺㻝㻡㻜㻜
ගᑓ⏝⥺➼

㻵㻿㻰㻺㻝㻡㻜㻜
ගᑓ⏝⥺➼

ఏ㏦⨨咁
咡咥咟咂

㻯
㼀
㻲

ඹ⏝ᐜ
呂呎吖

ගᅇ⥺

㻯
㼀
㻲

ᑓ⏝⥺
䝴䝙䝑䝖

㻵㻿㻰㻺㻢㻠

㻯
㼀
㻲

咠咝咥

䝯䝍䝹ᑓ⏝⥺

බ⾗㟁ヰ

䠟䠯䠩

ᒁෆ咤咡

㻲㻾㼀

㻵㻿㻰㻺㻢㻠

䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ

ගᅇ⥺

ఏ㏦⨨咁
咡咥咟咂

吸吖呂ᅇ⥺

䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ
බ⾗㟁ヰ

ᐜᒁ
ᒁእ咤咡

㻵㻿㻰㻺㻢㻠
䝯䝍䝹ᑓ⏝⥺

ຍධ⪅ᅇ⥺
ᐜ⨨

ග叠友厹ᅇ⥺

㻹
㻰
㻲

㡢ኌᐜ
呂呎吖

බ⾗㟁ヰ

咝咇咤咨

吸吖呂ᅇ⥺

ගᆅᇦ䠥䠬㟂せ䛺䛧

ᐜᒁ
䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ

ᑓ⏝䝜䞊䝗⨨➼
䠄タഛ㔞䛿⟬ᐃ䛧䛺䛔䠅

ᑓ⏝䝜䞊䝗⨨➼
䠄タഛ㔞䛿⟬ᐃ䛧䛺䛔䠅
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䠍㻳䠋䠍䠌㻳
䝁䜰ᒁ

┦᥋⥆ᒁ
䠨䠎䠯䠳
䠟䠯䠩

䠯䠞䠟
ඹ⏝䝁䜰
䝹䞊䝍

䝁䜰ᒁ
タ⨨タഛ

ఏ㏦⨨咁
咡咥咟咂

୰⥅ఏ㏦㊰
咁
ග听司叻吧咂

㻯
㼀
㻲

䠡䠪䠱䠩
䝃䞊䝞
䠣䠳
䝹䞊䝍

㻯
㼀
㻲

ᐜᒁ
䠄㻼㼀㻺ᒁ䠅

┴㛫⥙

୰⥅ఏ㏦㊰
咁
ග听司叻吧咂

㻯
㼀
㻲

ఏ㏦⨨咁
咔咨咕咞咂

ᐜᒁ
䠄㻯㼃㻰㻹ᒁ䠅

䠟䠯

䈜䝁䜰ᒁ䛸ව⏝

䠣䠳㛫ఏ㏦㊰
䠄䠬䠫䠥ᒁΏ䜚䠅
䠟䠯䠩
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䠠䠪䠯
䝃䞊䝞

㻯
㼀
㻲

ỘẬឥѰӀᄄἿጪۇἹᾌᾭᾖᾇέԋ

10

¾ ἚἻἤἕἁғЎỊẆዡϋԠίᾩᾐϋὸẆዡϋԠίᾩᾐ᧓ὸӏỎዓԠểẴỦẇ
¾ ഏᾛᾡᾘᾒἴἙἽỂỊẆἳἑἽᾘᾟᩓᛅሁểήᾘᾟᩓᛅểỂምܭἅἋἚửЎᚘӧᏡểẴỦẺỜẆᚨͳỉምܭỆဇẟỦஇጛἚἻἤἕἁỊ᪦٣
ἇὊἥἋКỆምܭḤẴỦẇ
Ḥ ᾘᾟዡồᆆᘍࢸẆܱዡỂỊბᾒᾐίᵡᶆᵿᶐᶅᶃᴾᵟᶐᶃᵿὸἅὊἛầ්ᡫẶẵẆុᩉКἚἻἤἕἁỉ৭੮ầᩊểễỦᙸᡫẲỂẝụẆɟᢿỉ͌ỊᾘᾟዡồᆆᘍЭỉờỉửˊஆႎỆဇẟỦẇ
ί̊ὸ ἳἑἽᾘᾟᩓᛅᾩᾐϋԠൔྙίᾜᾐὸ ᾌ ἳἑἽᾘᾟᩓᛅዡϋԠൔྙίᾜᾐỉޓẴỦᾩᾐẆᆆᘍࢸὸᶣήᾘᾟᩓᛅᾩᾐϋԠൔྙίᾜᾐỉޓẴỦᾩᾐẆᆆᘍЭὸὸ

¾ ᾝᾖᾝỉዓ૰ምܭỆấẟềσဇᚨͳỆ̞ỦἅἋἚỉỚ˄ẬỆဇẟỦᾠιᾢСࣂ̞ૠửἴἙἽỆờᢘဇḤẴỦẇ
Ḥ ͌ỊẆᾝᾖᾝỉዓ૰ምܭỂဇẟẺܱጚ͌ểӷẳ͌ửᢘဇẴỦẇᢘဇݣᝋỊẆσဇἅỴἽὊἑẆɶዒኒˡᡛែᚨͳӏỎσဇӓܾἽὊἑểẴỦẇ

䕔䝖䝷䝠䝑䜽༊ศ䛸ᢡ㏉䛧Ⅼ

䕔䝖䝷䝠䝑䜽䛾⟬ᐃ䠄ᐜᒁ䠅

᥋⥆
䝖䝷䝠䝑䜽༊ศ
吸吖呂咚咡㟁ヰ➼

┦᥋⥆ᒁ
䠣䠳䝹䞊䝍 ➼

⥙ෆ䠄䠶䠝㛫䠅
䝁䜰ᒁ

䠶䠝ෆ

䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ᭱⦾䝖䝷䝠䝑䜽㽢䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ䠶䠝ෆẚ⋡䠄䠩䠝䠅

䠶䠝㛫

䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ᭱⦾䝖䝷䝠䝑䜽㽢䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ䠶䠝㛫ẚ⋡䠄䠩䠝䠅

⥙ෆ

᥋⥆

䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ᭱⦾䝖䝷䝠䝑䜽㽢䝯䝍䝹䠥䠬㟁ヰ᥋⥆ẚ⋡䠄䠩䠝䠅

䝁䜰ᒁ
ඹ⏝䝁䜰䝹䞊䝍 ➼

ᐜᒁ

ᐜᒁ

ᐜᒁ

ග咚咡㟁ヰ

ඹ⏝䝁䜰䝹䞊䝍 ➼

ᐜᒁ

䠥䠬⥙䜈⛣⾜ᚋ䛾ᢕᥱ᪉ἲ

䠶䠝ෆ

ග䠥䠬㟁ヰ᭱⦾䝖䝷䝠䝑䜽㽢ග䠥䠬㟁ヰ䠶䠝ෆẚ⋡䠄䠩䠝䠅

䠶䠝㛫

ග䠥䠬㟁ヰ᭱⦾䝖䝷䝠䝑䜽㽢ග䠥䠬㟁ヰ䠶䠝㛫ẚ⋡䠄䠩䠝䠅

⥙ෆ

⥙ෆ䠄䠶䠝ෆ䠅
᥋⥆

ග䠥䠬㟁ヰ᭱⦾䝖䝷䝠䝑䜽㽢ග䠥䠬㟁ヰ᥋⥆ẚ⋡䠄䠩䠝䠅
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¾ ἳἑἽׅዴỆấẬỦᾣᾢᾝᾣᾢἅἋἚḤғЎỊẆྵᘍᾘᾟἴἙἽỉểấụểẴỦẇ
Ḥ ᾝᾣᾢίᵬᶍᶌᴾᵲᶐᵿᶄᶄᶇᶁᴾᵱᶃᶌᶑᶇᶒᶇᶔᶃὸἅἋἚᾉ ᡫ̮Ệ̔܍ẶẵẆׅዴૠỆ̔܍ẲềفถẴỦᝲဇẇɟᑍỆьλᎍׅዴỆ̔܍ẴỦᝲဇửਦẴẇ

¾ ήׅዴỆấẬỦᾣᾢᾝᾣᾢἅἋἚỉғЎỊẆྵᘍỉọẦụᩓᛅዓ૰ίᾘᾖᾢዓೞᏡὸỆấẬỦݣᝋርሁỉᎋả૾ử៊ộảẆᾞᾛᾣẦỤь
λᎍׅዴͨửᾝᾣᾢἅἋἚểẴỦẇ

䕔䠰䠯䠋䠪䠰䠯䝁䝇䝖༊ศ䛾⪃䛘᪉

䠘䝯䝍䝹ᅇ⥺䠚

䠘ගᅇ⥺䠚

ᐜᒁ

ᐜᒁ

䠖䠪䠰䠯䝁䝇䝖

ຍධ⪅ᅇ⥺ᐜ⨨

䠫䠨䠰

䝷䜲䞁䜹䞊䝗

ᒁෆ䝇䝥䝸䝑䝍

䠩䠠䠢

䠟䠰䠢

䠟䠰䠢

ᒁእ䝇䝥䝸䝑䝍
ຍධ⪅Ꮿ

䠢䠮䠰

䠤䠣䠳䚸䠫䠪䠱
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12

¾ ග䜿䞊䝤䝹䛾⤒῭ⓗ⪏⏝ᖺᩘ
䕿 ຍධග䝣䜯䜲䝞᥋⥆ᩱ䛾⟬ᐃ䠄ᑗ᮶ཎ౯᪉ᘧ䠅䛻⏝䛔䜙䜜䜛ග䜿䞊䝤䝹䛾⤒῭ⓗ⪏⏝ᖺᩘ䛜ぢ┤䛥䜜䛯䛣䛸䜢㋃䜎䛘䚸䛣䜜䛸ྠ䛨䠏䛴䛾㛵ᩘ䛾᥎ィ⤖
ᯝ䛾ᖹᆒ್䛻䜘䜚䚸䝰䝕䝹䛷⏝䛔䜛ග䜿䞊䝤䝹䛾⤒῭ⓗ⪏⏝ᖺᩘ䜢ᯫ✵㻝㻣㻚㻢ᖺ 䋻 㻞㻜ᖺ䚸ᆅୗ㻞㻟㻚㻣ᖺ 䋻㻌㻞㻤ᖺ䈜䛻ぢ┤䛩䚹
䈜 ぢ┤䛧ᚋ䛾್䛿䚸᥋⥆ᩱ䛾⟬ᐃ䛻㛵䛩䜛◊✲䠄➨㻞㻠ᅇ䠅䛻䛚䛔䛶䚸䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛾ග䜿䞊䝤䝹⤒῭ⓗ⪏⏝ᖺᩘ䛾ぢ┤䛧䛻⏝䛔䛯䠏䛴䛾☜⋡㛵ᩘ䜔ィ⟬㐣⛬䛜㠀㛤♧䠄ᵓᡂဨ㝈䜚䠅䛸䛥䜜
䛶䛔䜛䛯䜑䚸౽ᐅୖ䚸ᙜヱぢ┤䛧䛻䜘䜛᥇⏝್䜢グ㍕䚹䝰䝕䝹ධຊ್ぢ┤䛧䛾㝿䛻┤㏆䛾᧔ཤᐇ⦼䛻ᇶ䛵䛝್䜢☜ᐃ䛩䜛䚹

¾ ᪂つධຊ್➼
䕿 ḟᮇ䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䛻䛚䛡䜛᪂つධຊ್䛿䚸ගᅇ⥺タഛ䜔┦᥋⥆ᒁタ⨨タഛ➼䛻ಀ䜛್䛸䛩䜛䚹
䕿 ᅇ䛾䝰䝕䝹ぢ┤䛧᳨ウ䛷䛿䚸䠥䠬⥙䜢๓ᥦ䛸䛧䛺䛔➨ඵḟ䝰䝕䝹䠄䠬䠯䠰䠪䠉䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䠅䛾᳨ウཬ䜃ᨵಟ䛿ᐃ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛜䚸ᅇ䛾䝰䝕䝹ぢ
┤䛧㡯┠䛾䛖䛱ᑓ䜙ධຊ್䛾ぢ┤䛧䛻䜘䜛䜒䛾䠄ග䜿䞊䝤䝹䛾⤒῭ⓗ⪏⏝ᖺᩘ➼䠅䛻䛴䛔䛶䛿䠬䠯䠰䠪䠉䠨䠮䠥䠟䝰䝕䝹䜈䛾ᫎ䜢⪃៖䛩䜛వᆅ䛜䛒䜛䚹

¾ ㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᙉ㠎䛾ྲྀ⤌➼䛾ᫎ
䕿 ௧ඖᖺྎ㢼➨䠍䠑ྕཬ䜃➨䠍䠕ྕ䛻䜘䜛㏻ಙ⿕ᐖ䜢㋃䜎䛘䛯㏻ಙタഛ䛾ணഛ㟁※䛻ಀ䜛ไᗘ䛾ぢ┤䛧䜢㋃䜎䛘䚸䝰䝕䝹ୖ䚸㒔㐨ᗓ┴ᗇཬ䜃ᕷ⏫
ᮧᙺሙ䜢䜹䝞䞊䛩䜛つᶍᒁ䛻䛚䛔䛶ணഛ㟁※䜢䠎䠐㛫ಖᣢྍ⬟䛸䛩䜛⇞ᩱ䝍䞁䜽➼䛾タ⨨䜢ᫎ䛩䜛䚹
䕿 䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛛䜙ᥦ䛾䛒䛳䛯䚸㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᙉ㠌䛾ほⅬ䛛䜙䛾䝰䝕䝹ぢ┤䛧䠄䐟䡚䐡䠅ཬ䜃⅏ᐖᑐ⟇ᪧ㎿㏿䛾ྲྀ⤌䛾䝰䝕䝹
䜈䛾ᫎ䠄䐢䡚䐥䠅䛻䛴䛔䛶䛿䚸ḟ䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹
ᥦ

䝰䝕䝹䜈䛾ᫎ᭷↓

䐟 㔜せᣐⅬ䝡䝹䠄≀⌮ⓗ䛺ఏ㏦㊰䛜⤒⏤䛩䜛䝹䞊䝥ᵓᡂ䛾⤖⠇Ⅼ䛸䛺䜛䝡䝹䠅䛿⤒῭ẚ㍑䛻䜘䜙䛪䝁䞁䜽䝸」ᩘ㝵䛸䛩䜛䚹

୍㒊ᫎ

䐠 ᐇ⥙䛾㞳ᓥఏ㏦༊㛫䛾୍㒊䠄㇏ぢᇛ䡚༡ᮾ䠅䛻䛚䛡䜛␗⤒㊰䛷䛾䝹䞊䝥ᵓᡂ䜢䝰䝕䝹䛻ᫎᵓ⠏䛩䜛䚹

ᫎ

䐡 㟁※㏵⤯䛾ᙳ㡪䛜䛝䛔ఏ㏦ᣐⅬ䝡䝹䠄䝁䜰ᒁ䜢ྵ䜐䝹䞊䝥䜢ᵓᡂ䛩䜛䝡䝹䠅䛾㟁ụಖᣢ㛫䜢䠓䠎㛫䛻ᘏఙ䛩䜛䚹

䛺䛧

䐢 ๓⥺ᇶᆅᣐⅬ䝡䝹䠄⅏ᐖⓎ⏕䛻䜶䝸䜰䛛䜙䛾ᗈᇦᨭ㒊㝲䜢ཷ䛡ධ䜜䚸ᪧ‽ഛ➼䜢⾜䛖䛯䜑䛾άືᣐⅬ䠅䛿䚸ಖ᭷
䛩䜉䛝タഛ㔞䠄㥔㌴䝇䝨䞊䝇䚸ᪧసᴗ䝇䝨䞊䝇➼䠅䜢㏣ຍ䛩䜛䚹

䛺䛧

䐣 ᪧ㎿㏿䛾ほⅬ䛛䜙⌧䛻䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛷ಖ᭷䛧䛶䛔䜛䝰䝞䜲䝹䠱䠩䠟䠄䛝⥺Ⅼ䠮䠰➼䛾௦᭰⨨䠅➼䜢タ⨨䛩䜛䚹

୍㒊ᫎ

䐤 ᪧ㎿㏿䛾ほⅬ䛛䜙⌧䛻䠪䠰䠰ᮾ᪥ᮏ䞉す᪥ᮏ䛷ά⏝䛧䛶䛔䜛⛣ື㟁※㌴䜢タ⨨䛩䜛䚹
䐥 ᚋタ⨨ᆺ䛾≉タබ⾗㟁ヰ䠄⅏ᐖⓎ⏕䛻⾨ᫍ㏻ಙᶵჾ䛻䜘䜛≉タබ⾗㟁ヰ䛾㏻ヰ䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䛯䜑䛾ᚋタ⨨ᆺ䛾タ
ഛ䠅䛾䝁䝇䝖䜢㏣ຍ䛩䜛䚹
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参考資料２
長期増分費用モデル研究会

構成員名簿

（令和２年４月１日現在 敬称略・五十音順）
座長

齊藤

忠夫

東京大学名誉教授

座長代理

酒井

善則

東京工業大学名誉教授、津田塾大学総合政
策学部客員教授

相田

仁

北口

善明

東京工業大学学術国際情報センター准教授

佐藤

治正

甲南大学マネジメント創造学部教授

関口

博正

神奈川大学経営学部教授

高橋

賢

東京大学副学長、東京大学大学院工学系研究
科教授

横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授

辻

正次

大阪大学名誉教授、神戸国際大学学長

森川

博之

東京大学大学院工学系研究科教授
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参考資料３
長期増分費用モデル研究会
モデル検討ワーキンググループ 構成員名簿
【長期増分費用モデル研究会構成員】
（令和２年４月１日現在 敬称略・五十音順）
氏

名

役

職

主査

相田 仁

東京大学副学長、東京大学大学院工学系研究科教授

主査代理

佐藤 治正

甲南大学マネジメント創造学部教授

北口 善明

東京工業大学学術国際情報センター准教授

関口 博正

神奈川大学経営学部教授

高橋 賢

横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授

森川 博之

東京大学大学院工学系研究科教授

【関係事業者】
（令和２年４月１日現在 敬称略・会社名に基づく五十音順）
会社名

氏

エヌ･ティ･ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社

樋口 恭之

経営企画部 事業戦略部門

浅川 申丞

経営企画部 事業戦略部門

株式会社オプテージ

四方 竜二

技術運営部 チームマネージャー

飯居 幹晴

技術運営部

堀

ネットワークマネジメント部

ＫＤＤＩ株式会社
ソフトバンク株式会社

西日本電信電話株式会社

東日本電信電話株式会社

名

俊彦

役

職
担当課長

マネージャー
エキスパート

藤下 裕章

渉外統括部

マネージャー

尾崎 旨樹

テクノロジーユニット 技術戦略統括 技術
管理本部 業務推進統括部 技術渉外部 部
長

伊藤 健一郎

渉外本部
部長

木下 雅樹

経営企画部 営業企画部門

担当部長

船津 光由

設備本部
部長

ネットワーク部

企画部門

濱田 宏一

経営企画部 営業企画部門

担当部長

山本 晋

ネットワーク事業推進本部
当部長

設備企画部

通信サービス統括部

相互接続部

担当

担

【オブザーバー】
（令和２年４月１日現在 敬称略）
会社名
株式会社三菱総合研究所

氏

名

役

職

西角 直樹

デジタル・イノベーション本部
ア戦略グループ 主席研究員

ICT・メディ

中山 正大

デジタル・イノベーション本部
ア戦略グループ 主席研究員

ICT・メディ
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参考資料４
長期増分費用モデル研究会
モデル検討ワーキンググループ
サブワーキンググループ 構成員名簿

【関係事業者】
会社名

（令和２年４月１日現在 敬称略・会社名に基づく五十音順）
氏 名
役 職

エヌ･ティ･ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社

樋口 恭之

経営企画部 事業戦略部門

浅川 申丞

経営企画部 事業戦略部門

株式会社オプテージ

四方 竜二

技術運営部 チームマネージャー

飯居 幹晴

技術運営部 マネージャー

堀

ネットワークマネジメント部

ＫＤＤＩ株式会社
ソフトバンク株式会社

西日本電信電話株式会社

東日本電信電話株式会社

俊彦

担当課長

エキスパート

藤下 裕章

渉統括外部

マネージャー

尾崎 旨樹

テクノロジーユニット 技術戦略統括 技術
管理本部 業務推進統括部 技術渉外部 部
長

伊藤 健一郎

渉外本部
部長

木下 雅樹

経営企画部 営業企画部門

担当部長

船津 光由

設備本部
部長

ネットワーク部

企画部門

濱田 宏一

経営企画部 営業企画部門

担当部長

山本 晋

ネットワーク事業推進本部
当部長

設備企画部

通信サービス統括部

相互接続部

担当

担

【オブザーバー】
会社名
株式会社三菱総合研究所

氏

（令和２年４月１日現在 敬称略）
役 職

名

西角 直樹

デジタル・イノベーション本部
ア戦略グループ 主席研究員

ICT・メディ

中山 正大

デジタル・イノベーション本部
ア戦略グループ 主席研究員

ICT・メディ
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参考資料５
長期増分費用モデル研究会

開催状況
（モデル見直し関連に限る。）

開催日時

主な検討内容

第６４回
令和元年６月２８日

○ 長期増分費用モデル研究会における検討事項等
について

第６５回
令和元年７月３１日

○ 次期ＬＲＩＣモデルに向けた見直し検討について
・モデル検討ワーキンググループの設置等

第６６回
令和元年１１月５日

○ 次期ＬＲＩＣモデルに向けた見直し検討について
・モデル検討ワーキンググループ進捗報告

第６７回
令和２年３月３０日
（持ち回り開催）

○ 長期増分費用モデル研究会中間報告書（案）につ
いて
・モデル検討ワーキンググループ取りまとめ報告
・長期増分費用モデル研究会中間報告書（案）の審
議

第６８回
令和２年５月２５日

○ 長期増分費用モデル研究会中間報告書（案）につ
いて
・中間報告書（案）に対する意見及びその考え方に
ついて
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参考資料６
長期増分費用モデル研究会
モデル検討ワーキンググループ 開催状況
開催日時

主な検討内容

第１回
令和元年９月１２日

○ 関係事業者ヒアリング
○ 次期ＬＲＩＣモデルに向けた見直し検討の提案
○ 今後の検討の進め方について

第２回
令和元年９月２７日

○ 関係事業者からのモデル見直し提案についての
論点整理

第３回
令和元年１０月１８日

○ 関係事業者からのモデル見直し提案についての
論点整理

第４回
令和元年１２月１６日

○ 関係事業者からのモデル見直し提案についての
論点整理

第５回
令和２年１月１７日

○ 関係事業者からのモデル見直し提案についての
論点整理

第６回
令和２年２月２７日

○ モデル検討ワーキンググループ報告（案）について
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参考資料７
長期増分費用モデル研究会
モデル検討ワーキンググループ サブワーキンググループ
開催日時

開催状況

主な検討内容

第１回
令和元年９月１９日

○ 関係事業者からのモデル見直し提案についての
論点整理

第２回
令和元年１０月１０日

○ 関係事業者からのモデル見直し提案についての
論点整理

第３回
令和元年１１月２７日

○ 次期ＬＲＩＣモデルに向けた見直し検討の提案
・後半検討に向けたモデル見直し提案

第４回
令和元年１２月６日

○ 関係事業者からのモデル見直し提案についての
論点整理

第５回
令和２年１月８日

○ 関係事業者からのモデル見直し提案についての
論点整理

第６回
令和２年１月３１日

○ 関係事業者からのモデル見直し提案についての
論点整理

第７回
令和２年２月７日

○ 関係事業者からのモデル見直し提案についての
論点整理

第８回
令和２年２月１９日

○ 関係事業者からのモデル見直し提案についての
論点整理
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参考資料８

次期ＬＲＩＣモデルに向けた見直し検討の提案

○ ＫＤＤＩ株式会社
○ ソフトバンク株式会社
○ 東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社
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ওॱঝ,3ਗ਼ਵ৻౹भ॔ॡ७५भ,3ਗ਼ਵ॔ ؟ॡ७५,3ਗ਼ਵ
ইঞॵॶभऱऊॉਗ਼ਵ
 ؟ୠ,3ਗ਼ਵ

ْ௷ხٓশੜীા৷ঔॹঝଢ଼ভقਸ਼ك
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ঔॹঝৄઉखभ੦মਫ਼ୈ

3

ਡ

ඨ৯
ঔॹঝ৲भৌधघॊ१شঅ५؞ਃચಉ
ৌ१شঅ५؞ਃચ

घसऌਃચ
శਝभॉඞः
ఠଢ१شঅ५ષସ

؞ୠ,3ਗ਼ਵभඞः
ਁ؞ಃਗ਼ਵभඞः
؞,6'1ॖথॱইख़ش५भඞः
؞Nశॹ४ॱঝঔॻشभඞः
؞ಸৢਾഥமਢ؞ਃચभඞः
؞ଂஔਗ਼भඞः
ৼ؞மਡع॥॔ଂभଛଡ଼भඞः
؞$%-ષସਏ੯भඞः
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ঔॹঝ৲ৌ؟ৌ१شঅ५؞ਃચ

4

ৌ१شঅ५؞ਃચ
ୠ,3ਗ਼ਵभඞः
ତ৶੧

ୠ,3ਗ਼ਵु॥५ॸॕথॢभঔॹঝ৲ৌधघॊ

৶

॔ॡ७५ਗ਼ਵमؚਝଡਛमୠ,3ਗ਼ਵधಉदँॉৼؚ൩மਢਝಉؚঔ
ॹঝ৲पउःथীऊठऋञःञीؚ॔ॡ७५ਗ਼ਵؚୠ,3ਗ਼ਵभ൨্॑॥५
ॸॕথॢभঔॹঝ৲ৌधघॊ؛
॥५ॸॕথॢमওॱঝ,3ਗ਼ਵقRU॔ॡ७५,3ਗ਼ਵكधୠ,3ਗ਼ਵ॑ীੑदऌॊे
अଡണखؚউছॖ३থॢपउऐॊঔॹঝి৷೧ಉभ৮भঽ২॑૿৳घॊ؛

ਁಃਗ਼ਵ
ତ৶੧

॔ॡ७५ਗ਼ਵदਁಃਗ਼ਵभઽઍऋ૭ચधाऩघ

৶

ਠৎਡदमோखऩःଡਛदँॊऋؚ০भঔॹঝৄઉखभ຺قওॱঝ؞৬ිك
ऊैਁؚಃਗ਼ਵु॔ॡ७५ઽઍ૭ચदँॊधෘघॊऒधऋిਊ؛

,6'1ॖথॱইख़ش५भඞः
ତ৶੧

॔ॡ७५ਗ਼ਵभॱشॼঝ॔ॲউॱद,6'1ॖথॱইख़ش५ઽઍम૭ચधाऩघ

৶

ୠ,3ਗ਼ਵदु,6'1ॖথॱইख़ش५ق%5,؞35,॑كઽઍ૭ચऩ॔ॲউॱشऋ
औोथःॊञी؛

Nశॹ४ॱঝঔॻشभඞः
ତ৶੧

ঔॹঝभਃચਏ੯धखथमਂਏधघॊ

৶

ৰිपउःथुؚ3671ঐॖॢঞमNశॹ४ॱঝঔॻشमఀૃऔोॊञी؛
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ঔॹঝ৲ৌ؟घसऌਃચ
घसऌਃચ
ಸৢਾഥமਢ؞ਃચभඞः
ତ৶੧

॔ॡ७५ਗ਼ਵदಸৢਾഥ؞ਃચऋઽઍ૭ચधाऩघ

৶

ৰිपउःथुؚ০ফ২ଜႃऊैഥभ,3જ౹ऋದઃਤि؛

ଂஔਗ਼भඞः
ତ৶੧

ঔॹঝभਃચਏ੯धखथमਂਏधघॊ

৶

ଂஔਗ਼म॔ॡ७५दमৰਠदऌऩःञी؛
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5

ঔॹঝ৲ৌ؟శਝभॉඞः

6

శਝभॉඞः
ৼமਡع॥॔ଂभଛଡ଼भඞः
ତ৶੧

ถঔॹঝ৲मउऒऩॎङॺؚছॵॡभਗোৡपेॊලಔঔॹঝधघॊ
মଛଡ଼ীमਗ਼ਞৢਦਝभமਢपਂ૭ೂऩਃચदँॊञीؚউছॖ३থॢ
ਏಞधखथཔघॊऒधमधઅइैोॊऋؚ২भ৶पेॉரਗ਼ਞৢਦ
হऋঽଡണदऌऩःਝયदँॊऒधपਔ؛

৶

థ๚भଛଡ଼मؚਠষঔॹঝपउःथؚग़জ॔ঈটॵॡਜ਼दଡണऔोॊਦಀઐఌ
ිपउःथோघॊ؛ऒभଛଡ଼॥५ॺम१شঅ५হभ৺ၪ१شঅ५મস॑ো
ৡகपঔॹঝ৲खथउॉؚৰସपमரਗ਼ਞৢਦহभঽි॥५ॺभলद
मऩऎؚ१شঅ५৹॥५ॺभੌााधऩढथःॊ؛
177ূਧमৰිपउःथु২भ৺ऊैਗ৹॑ষढथउॉؚ৹॥५ॺमপ
ઠસਬ؞শસਬৼ؞ৌસਬಉपൂோघॊऒधऊैؚৰි॥५ॺ॑ुधपৢਵଧ
ಉदਗোৡக৲धघॊऒधऋిਊधઅइॊ؛
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ঔॹঝ৲ৌ؟ఠଢ१شঅ५ષସ
ఠଢ१شঅ५ષସ
$%-ષସਏ੯भඞः
ତ৶੧

$%-,3ਗ਼ਵષସधघॊ

৶

০भঔॹঝ৲भ५॥شউमওॱঝ॔ॡ७५॔؞ॡ७५दँॉؚષସ੯मਠষৢॉ
धघॊऒधदୖऋऩःध୳औोॊञी؛
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7

ঔॹঝৄઉखभถਫ਼ୈ

ਸোभঔॹঝ৲पਊञढथभઅइ্ 
)؞77+भଦमؚਠষঔॹঝभওॱঝଦभঝॺش৭උট४ॵॡ॑৷घॊ؛
)؞77+भ५উজॵॱभଦ઼मؚਸ਼५উজॵॱमઽઍଂؚਸ਼५উজॵॱम৵યभଦਡधघॊ؛

)77+ঔॹঝଡਛ

ઽઍଂ

؞ীว॑୳؛
؞ਸ਼५উজॵॱम
ઽઍଂपਝ઼؛

OLTᝓର

̏ηϕϨρνᝓର
Ϡζϣʖϩ

OLT
Ωʖχ

ীว

ޭχϫρϕ

̐ηϕϨρν
Ϡζϣʖϩ

ীว
ʀ

ܩઅඍ

ʀ
ʀ
ʀ

ʀ

ʀ

࠹YYϠζϣʖϩ

ʀ

ʀ

ࣰૹՆ

ʀ
࠹ZZϠζϣʖϩ

࠹XXທࣰૹՆ

ࣰૹՆ

ਸ਼५উজॵॱਝ઼ৃਚ
ଦਡपਸ਼ڮ५উজॵॱ॑ਝ઼
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ONU

HGW

ుؽ

9

ਸোभঔॹঝ৲पਊञढथभઅइ্ 

10

؞অঝਬਏमਠষঔॹঝधपؚ৵યभਏਯपुधतऎঢ়ਯधखथਯக৲घॊ؛
؞অঝਏभ॔ॡ७५ଡਛमؚঅঝपਸ਼५উজॵॱ॑ਝ઼खؚਸোपীวदঅঝଦघॊ
ଡਛ॑ෘघॊ؛
؞ਗ਼ਵद॔ॡ७५ऋ৭උऔोञৃ়ؚ௧৷ਏु,3॔ॡ७५पଁघॊञीؚ௧৷ਏ॑
ୠ,3ॹॱشਏप઼ऌఌइॊقୠ,3ॹ ॱش௧৷ ؛ك
ୠ,3
ૺق૦ك

ઽઍଂ

ଵଡ଼

2/7 ଂ63

॔ॡ७५
,3ਗ਼ਵ

ୠ,3
ॹ ॱش௧৷ ॔ॡ७५
,3ਗ਼ਵ

ऌਡ
ଂਗ63

ଂਗ63

ଂਗ63
ୠ,3
ઽઍಎ઼ৼਊ

ୠ,3قঅঝك
॔ॡ७५,3ਗ਼ਵقঅঝك

ଂਗ63

ୠ,3قঅঝك
॔ॡ७५,3ਗ਼ਵقঅঝك
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ਸোभঔॹঝ৲पਊञढथभઅइ্ 

11

؞ওॱঝ॔ॡ७५॔طॡ७५भ৭උमؚઽઍଂਜ਼भ॥५ॺૻຎपेॊ৭උট४ॵॡधघॊ؛
؞॥५ॺૻຎभ੯मؚওॱঝधदਝ೧ऋबಉधऩॊेअ੯ତ৶॑ষअ؛

॥५ॺૻຎभ੯भତ৶ୖ

ওॱঝ॔؞ॡ७५৭උ
ઽઍଂप
॥५ॺૻຎ

ওॱঝ
॔ॡ७५
ᐜᒁ䝹䞊䝍

L2SW

㡢ኌ


॔ॡ७५

 রಲਝ

ઽઍଂعਜ਼ଂभଛଡ଼ଡਛभ୷౮भඞः

ᐜᒁ䝹䞊䝍

ଦ
ୠ,3
ઽઍಎ઼ৼਊ

OLT

ਗ਼ਵਸোਥभඞः

୧

୧ਃஓभඞः

 ؟218+*: ॔ॼটॢ 7$ ,6'1
ওॱঝ' ؟68 ,6'1 7$ ,6'1

ISDN

ᒁෆSP
+*:ش।ॺشक़ख़ॖ؛
ਗ਼ਵम॔ॼটॢএ॑ॺشৰಎ؛
7$ॱشॼঝ॔ॲউॱ؛
,6'1॑அिرऩਗ਼ਵॖথॱইख़ش५
पৌૢखञਃரऋँॊ؛

ᒁእSP

䝯䝍䝹IP㟁ヰ

ග䜰䜽䝉䝇
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ॿॵॺডشॡଡਛभઅइ্

12

؞ઽઍଂभਝ઼ৃਚमؚ॔ॡ७५৭උभ੯॑ওॱঝधद়ॎचॊञी५॥ॻشঀॻॳشෘधघॊ؛
ৼ൩மਢॖথॱইख़ش५म,3ৼமधखؚமਢਡमৰිदமਢऋऔोथःॊ,332,অঝधघॊ؛

পଚ32,অঝ

ূ32,অঝ
ঝॱشಉ

ঝॱشಉ
ਗ਼ਵ32,

ॹॱشமਢ

,332,ଂ
ঝॱش

ਗ਼ਵ32,

ॹॱشமਢ

,332,ଂ
ঝॱش

6%&

6%&

(180

(180

'16

'16

ි

,3ৼ൩மਢ৷
ఠଢਝ

؞؞؞

؞؞؞
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ਝુ৷भ೧धॺছॵॡયী 

13

॔؞ॡ७५ऋ৭උऔोञৃ়भਝુ৷भ೧मৣ੶भৢॉ؛

ਝય

ૺ૦

অঝ

॔ॡ७
५,3ਗ਼ਵ

ୠ,3
ਗ਼ਵ

ୠ,3
ॹॱش

ୠ,3
ॹॱش
௧৷

॔ॡ७
५,3ਗ਼ਵ

ୠ,3
ਗ਼ਵ

ୠ,3
ॹॱش

ୠ,3
ॹॱش
௧৷

+*:

௧৷

ુ৷⋇

ુ৷⋇



௧৷

ુ৷⋈

ુ৷⋈



218

௧৷

ુ৷⋇

ુ৷⋇

௧৷

௧৷

ુ৷⋈

ુ৷⋈

௧৷

ଦ

௧৷

ુ৷⋇

ુ৷⋇

௧৷

௧৷

ુ৷⋈

ુ৷⋈

௧৷

ਸ਼ڮ५উজॵॱ

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋈

ુ৷⋈

ુ৷⋈

ુ৷⋈

ੱقك

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋈

ુ৷⋈

ુ৷⋈

ુ৷⋈

شॣقঈঝك

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ਸ਼ڭ५উজॵॱ

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

2/7उेलਜ਼/ි

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ુ৷⋇

ఠଢਝ

ુ৷⋇

ુ৷⋇





ુ৷⋇

ુ৷⋇





ഈଜ

ુپ৷⋇ુط৷⋈मؚभষਜ਼दਝુ৷घॊ೧ॢঝشউ॑ંघ؛
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ਝુ৷भ೧धॺছॵॡયী 

14

؞ঝॳشথॢই॓ॡॱشमිقිؚكقිؚكभگયীदઅൟघॊ؛

ॺছॵॡ
ീॉନखਡ

ිقك

ිقك

ි


॥॔ଂঝॱش

,332,ଂ
ঝॱش

,332,ଂ
6%&दිधமਢ

,332,
॥॔ଂ

ි
6%&

॥॔ଂ

॥॔ଂ

॥॔ଂঝॱش





,332,ଂঝॱش

ઽઍଂ

ઽઍଂ
ઽઍଂঝॱش
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76ط176॥५ॺયীभઅइ্

15

॔؞ॡ७५भৃ়भ76ط176॥५ॺયীमਰৣभৢॉधघॊ؛

CWDM
TS䝁䝇䝖
(ග)

ᐜᒁ䝹䞊䝍

TS䝁䝇䝖
(䝯䝍䝹)

L2SW
㡢ኌ

䞉䞉䞉

OLT
ISDN
ᒁෆSP

NTS䝁䝇䝖
(䝯䝍䝹)

ᒁእSP

ග䜰䜽䝉䝇

䝯䝍䝹IP㟁ヰ
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NTS䝁䝇䝖
(ග)

ৗૠোৡக

16

؞ৗञप੶ৣؚभোৡகऋਏधऩॊ؛

ढ़ॸ०জ
ਏ

५ঌॵॡ؞
ৱ

৽ા

োৡக

અ

ୠ,3ਏ ীวਜ਼

ઽઍଂ

ୠ,3ਗ਼ਵਏ ীวਜ਼

ઽઍଂ

ୠ,3ன৫ग़জ॔ইছॢ

ୠওॵ३গਜ਼

2/7ط218ط५উজॵॱঢ়৴

قਏถ৲ك

,332,ଂঝॱشঢ়৴

قਏถ৲ك

ৼ൩மਢ6%&ঢ়৴

قਏถ৲ك

ৼ൩மਢ(180ঢ়৴

قਏถ৲ك

ৼ൩மਢ'16ঢ়৴

قਏถ৲ك

॥॔ଂع,332,ଂଛଡ଼

ॹॱشૡଛਊञॉಉ
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जभ

17

లਟਉಉदৄઉख॑औोथःॊਰৣभඨ৯पणःथؚশੜীા৷্ૄঔॹঝधभ୷౮भનੳऩ
ैलपঔॹঝषभખभ৮ऋਏ؛
⋇ ই॓ॖংॣشঈঝभິ৷ফਯ
⋈ 4R6౪બਯ
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153

/5,&嵊崯嵓੧
ফা
崥崽崰崸嵛崗ઙૄভ



嵊崯嵓ৄઉ峁੧ ਏ
 崊崗崣崡峕峎岮峐峙岝嵉崧嵓峒峼ಡਝ峃峵崙嵤崡峬୳岿
島峵岶岝嵊崯嵓峘ૌ২峔ളහ৲峼ೂ岻岝崟嵛崿嵓ਙ峮ী岵峴峮峃岿峼ಂ
峃峵௴ਡ岵峳ઽઍଂਜ਼峑৽ੋૻຎ峼ষ岮嵉崧嵓岝岮峄島
岵্峘峩峼ഢਝ峃峵
 峼ഢਝ峃峵ৃ়岝嵉崧嵓峒ૻຎ峁ଛ岶భশ૭ચ峑岬
峵峒୳岿島峵岶ଂༀଦ઼峕峎岮峐峙崡崛嵤崩崱崶嵤崱峘ෘ峼఼৷峁岝
০ৄઉ峁峙ষ峹峔岮

 32,峕峎岮峐峙岝177ূਧຕ峘嵆崌崘嵔嵤崟嵏嵛峕়峹峅岝,332,峼ূ
嵣পଚڮᆽਚ峕ਝ઼峃峵

154

؝ڭ嵊崯嵓ৄઉ峁ਫ਼ୈ峕ਊ峉峍峐峘੦মઅ岲্



كڭق嵊崯嵓৲峘ৌ峒峃峵崝嵤崻崡嵣ਃચಉ
1R
ڭ

৵ඨ৯
ৌ崝嵤崻崡

ઍ

• 嵉崧嵓ઽઍଂ岝ઽઍଂ峘峇島峈島峕岴岮峐岝ઃ峘ৢ峴
峒峃峵
ٛ嵉崧嵓ઽઍଂٜ
• 嵉崧嵓,3ਗ਼ਵ岝,6'1ق,16ৼਊك岝௧৷岝ਁಃ
ਗ਼ਵ
ٛઽઍଂٜ
• ,3ਗ਼ਵ岝ୠ,3ਗ਼ਵ峝崯嵤崧ق௧৷ਏী峬
ৄ峪ك岝ਁಃਗ਼ਵ
• $'6/峝ڰڲ.శ崯崠崧嵓嵊嵤崱峙嵆崌崘嵔嵤崟嵏嵛峕峲峴
崝嵤崻崡ીവ峒峔峵峉峫ৌ崝嵤崻崡岵峳ਗ峃峵

 پ嵉崧嵓,3ਗ਼ਵ ؟嵉崧嵓ઽઍଂ峑岿島峵3671৻౹峘ਗ਼ਵ崝嵤崻崡
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参考資料９

関係事業者ヒアリング

○ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
○ 株式会社オプテージ
○ ＫＤＤＩ株式会社
○ ソフトバンク株式会社
○ 東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社
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NTTǳȟȥȋǱȸǷȧȳǺ
ȒǢȪȳǰႸİ
ٶƘƷǵȸȓǹငಅưƸᩔᙲƕถݲƠƨŴǵȸȓǹǛોծƠƯ̅ƍǍƢƍؾǛ˺ǓŴᩔᙲƷٻفƴѐщƢǔƜƱƕᙲưƋǔƱƍƏ
ƷƸᅈ˟ࠝᜤƱ࣬ǘǕǔŵྵנƷᩓᛅǵȸȓǹƸƦƷǑƏƳཞඞƴƋǔƕŴᝮᅈưƸᩔᙲƷفьǛǔƨǊƴƲƷǑƏƳѐщǛƳƞƬƯ
ƍǔƷƔŴǇƨŴƦƷǑƏƳѐщǛܱᘍƢǔƨǊƴ˴ƔᨦܹƕƋǔƷƔŴƓᎥƖƠƨƍŵƜƷǑƏƳѐщƸӲưǋᘍǘǕƯƍǔƕŴᛦ
௹ǛƳƞƬƨኽௐƕƋǕƹƓᎥƖƠƨƍŵᲢμʙಅᎍӼƚᲣ
ᲢƝׅሉᲣ

ᵓᡂဨ㝈䜚

ȒǢȪȳǰႸı
IPዡǁƷᆆᘍࢸƴƓƚǔܭᩓᛅዡƷዓ૰ምܭƴᧈفЎᝲဇ૾ࡸǛᢘဇƢǔƱƠƨئӳŴʙಅᎍ᧓Ʒዓ૰ૅƴ̞ǔࢨ᪪ሁŴƲƷ
ǑƏƳȡȪȃȈȷȇȡȪȃȈƕेܭƞǕǔƔŵǇƨŴIPዡǁƷᆆᘍࢸǛᙸੁƑƨഏLRICȢȇȫǛ౨᚛Ƣǔƴ࢘ƨǓཎƴသॖƢǂƖƜƱ
ƸƋǔƔŵᲢμʙಅᎍӼƚᲣ
ᲢƝׅሉᲣ
• ɟᑍႎƴᧈفЎᝲဇ૾ࡸƴƸ᩼јྙࣱƷᨊƴǑǔᝲဇƷ˯ࡓ҄ǍŴዓ૰Ʒᡢଢࣱᄩ̬ƱƍƏȡȪȃȈƕेܭƞǕǇƢŵ
• ˂૾ŴᢅӊƷᜭᛯƴƓƍƯਦઇƞǕƯƍǔƱƓǓŴܱᨥᝲဇƱLRICᝲဇƴƸʇᩉƕנ܍ƢǔƨǊʙಅᎍƷᢘЏƳǳǹȈׅӓƱƍƏᚇໜ
ư॰Ƴ౨᚛ƕ࣏ᙲƱᎋƑǇƢŵ
• ǇƨŴIPዡǁƷᆆᘍࢸǛᙸੁƑƨഏLRICȢȇȫǛ౨᚛Ƣǔƴ࢘ƨƬƯƸŴႆͨǳǹȈƱბͨǳǹȈ(ഏLRIC)ƴМǛьƑƨӳᚘƕŴ
IPᆆᘍࢸƴेܭƞǕǔМဇᎍ૰Ʊൔ᠋ƠƯŴᢘദƳ൦แƱƳǔǑƏƴƢǔƜƱƕŴͤμƳᩓᛅࠊئƷዜਤƴ࣏ᙲƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ
ȒǢȪȳǰႸĲ
ȫȸǿƱƍƬƨIPኒƷೞ֥ƸŴཋྸႎถ᎔ǑǓǋŴኺฎႎ᎑ဇ࠰ૠƕଔƘஹǔŵƦƜưIPኒೞ֥ƴƭƍƯŴƦǕƕཋྸႎƴ̅ဇӧ
ᏡưƋƬƯǋŴૼƠƍˊஆೞ֥ǁƷૼ৲ǛƢǔئӳŴƲƷǑƏƳȫȸȫưൿܭƞǕǔƷƔŴƋǕƹƓᎥƖƠƨƍŵᲢμʙಅᎍӼƚᲣ
ᲢƝׅሉᲣ
• ࢘ᅈƴƓƍƯƸŴዒዓƠƯೞ֥Ǜ̅ဇƢǂƖƔŴૼƠƍˊஆೞǁƷૼ৲ǛᘍƏǂƖƔƸŴኺฎႎƳȡȪȃȈǛᦷǈƯᣃࡇЙૺǛ
ᘍƬƯƍǇƢŵ
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意見提出者

意見提出者 ５件（法人：４件、個人：１件）

意見提出者一覧
（提出順、敬称略）

意見募集期間：令和２年４月４日（土）～同年５月８日（金）
案件番号：145209508

長期増分費用モデル研究会中間報告書（案）に対する意見及びその考え方

参考資料 10
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意見

意見１
● 2025年１月には加入電話からメタルIP電話への切替が完了することを踏
まえれば、IP-LRICモデルを前提にメタルIP電話と光IP電話を一体網とした
固定電話網を想定することは妥当。
● メタル回線以外の加入者回線として光回線を加えることは、現時点で利用
可能な唯一かつ適当な設備構成であり、今回のIP-LRICモデルの適用につい
て検討を進めていくべきと考える。
○ 2020年3月末時点で、PSTNマイグレーションの検討が進捗し、2021年1月の
IP－IP相互接続開始に向け、NTT東西のメタルIP電話移行方針、メタルIP電
話・光IP電話共用のIP-POI移行方針が確定している状況です。
また、2025年1月には、加入電話からメタルIP電話への切替が完了するこ
とを踏まえれば、当然にIP網への移行後を見据えた接続料算定として、IPLRICモデルを前提にメタルIP電話と光IP電話を一体網とした固定電話網を
想定することは妥当と考えます。
さらに、メタル回線以外の加入者回線に光回線を加えることは、「現時点
で利用可能」な0ABJ電話回線として、今のところ唯一の候補であり、かつFTTH
技術の採用により光地域IP網との統合効果が最大化できること、モデル検討
における基本的事項についての考え方でもある、
「現時点で利用可能な最も
低廉で最も効率的な設備や技術」、
「内外有力事業者で現に採用されている例
が稀ではない設備・技術」にも則した適当な設備構成であり、今回のIP-LRIC
モデルの適用について検討を進めていくべきと考えることから、本中間報告
書（案）に賛同致します。
【KDDI株式会社】

・全般

賛同の御意見として承ります。
中間報告書（案）に示したとおり、長期増分
）は、
費用モデル（以下「LRICモデル」という。
仮想的な事業者が現時点で利用可能な最も低
廉で最も効率的な設備と技術でネットワーク
を新たに構築した場合の費用を算定するもの
です。
今回のモデル見直し検討では、東日本電信電
話株式会社・西日本電信電話株式会社（以下
「NTT東日本・西日本」という。
）から、メタル
回線による既存のPSTN-LRICモデルの設備構成
（NTT東日本・西日本のメタルIP電話網に相当）
にすべきとの意見がありましたが、メタルIP電
話網が、およそ市場での新規調達を前提として
いない設備で構成される特有なネットワーク
である点を踏まえれば、モデルにおける他の機
器への代替に大きな制約を伴うことが想定さ
れます。
そのため、光ファイバや無線などメタル回線
以外の加入者回線による、技術の進展を反映し
た、より効率的なモデルを検討することが適当
と考えます。

○
○

考え方１

考え方

無

修正の
有無
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考え方

意見２
考え方２
● 固定電話市場はもはや競争が行われている状況ではなく、
「接続料引下げ
を促進して、競争を通じた利用者の利便向上を実現する」というLRICの当初
の役割は果たされた。
● 縮退している音声市場に対し、大幅な未回収コストが生じる長期増分費用
モデルを適用することは適切でなく、PSTNに係る諸制度の見直しにより、社
会的コストの抑制を図ることが必要不可欠。
○ 情報通信市場はデータ通信技術の高度化の進展等の技術革新に伴う、移動 ○ 現在、長期増分費用方式により算定が行われ
ているPSTNの接続料（GC接続料、IC接続料）は、
体通信の広帯域化、グローバルプレイヤーによる端末とアプリケーションサ
ービスの一体提供等により、その構造が非通信分野も含めた複合的な市場へ
接続料原価の減少よりも通信量の減少の方が
と加速度的に変化しているところです。その中で固定電話については、ＳＮ
大きいため、接続料単価が年々上昇しており、
Ｓを始めとするアプリケーションを媒体としたサービス等の多様な手段の
これが現状課題とされているところ、今後の接
登場やその利用の増大により、その総通信時間は、長期増分費用方式が初め
続料の算定の在り方については、PSTNのIP網へ
て導入された２０００年度に対して１割を切り、また、平均通信回数（加入
の移行やそれに伴う電気通信市場の環境変化
電話住宅用・１ユーザ・月あたり）は２０００年度が39回であったところ、
等を踏まえ、総務省において検討※が進められ
２０１８年度では5回にまで縮小するなど、固定電話市場は縮退の一途をた
るものと考えます。
※ 情報通信審議会諮問事項（令和２年４月６日付け）
どっています。
加えて、固定電話市場は、ＩＰ化に伴うデータとの設備共用により距離に
「IP網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り
依存しないコスト構造への転換が進み、中継サービス等による料金競争の余
方」
地が既に無くなっていることを含めもはや競争が行われている状況ではな
く、固定電話のみを利用されているユーザの通信手段を維持するフェーズと
なっており、技術革新やユーザの利用の拡大が見込めない中、効率化を図る
には限界があり、「接続料引下げを促進して、競争を通じた利用者の利便向
上を実現する」というＬＲＩＣの当初の役割は果たされたものと考えます。
従って、こうした縮退している音声市場に対し、競争促進を目的に当社に非
対称規制を課し、大幅なコスト未回収が生じる長期増分費用モデルを適用す
ることは適切でないと考えます。むしろ、情報通信市場に新たな付加価値創
造を促すような方向に舵を切るためにも、ＰＳＴＮに係る諸制度の見直しに
より、社会的コストの抑制を図ることが必要不可欠であると考えます。
【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】

意見

無

修正の
有無
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意見

研究会における検討事項等

意見３
● 現実の設備構成とは異なる光回線を用いることは適切でない。仮に、モデ
ル検討が仮想的な事業者の構築するネットワークを前提にするにしても、接
続料の低廉化のみ着目することは適切でない。
● 情報通信審議会における議論の状況を踏まえつつ、今回検討したモデルに
おいて議論が十分に尽くされていない点を含め、モデル見直しの検討を行っ
ていただくことが必要。
○ 次期モデル適用期間において加入者回線をメタルから光へ移行すること
はなく、固定電話はメタル回線により提供されるものになることから、現実
の設備構成とは異なる光回線を用いることは適切でないと考えます。
加えて、仮に、モデル検討が仮想的な事業者の構築するネットワークを前
提にするにしても、現実的にネットワークの投資と比べアクセス回線の投資
は桁違いに多額となりますが、この影響を考慮せず、ネットワーク部分のコ
ストである接続料の低廉化のみ着目して検討することは適切でないと考え
ます。
○ 情報通信審議会 電気通信事業政策部会（５２回）にて諮問された「ＩＰ
網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方」に関する議論の状況を踏ま
えつつ、当社が本意見にて述べているような今回検討したモデルにおいて議
論が十分に尽くされていない点を含め、モデル見直しの検討を行っていただ
くことが必要と考えます。
【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】

・第３章

○ LRICモデルにおいてメタル回線以外の加入
者回線による設備構成を想定することの妥当
性については、考え方１のとおりです。
○ 中間報告書（案）に示したとおり、IP網への
移行に伴う接続形態や設備構成の変更等の環
境変化を踏まえたプライシングの検討により、
モデル見直しが必要と判断される場合には、追
加検討を行うことが適当と考えます。

考え方３

考え方

無

修正の
有無
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４.１.２ メタル回線以外の加入者回線による設備構成の想定
意見４
＜LRICモデルにおいてメタル回線以外の加入者回線による設備構成を想定す
ることの妥当性＞
● LRICモデルは、利用可能な最も低廉で効率的な設備技術を採用することが
前提であることから、収容局単位で経済比較を行った上でメタル回線を光回
線に置き換え可能とすることは適切。
＜移行コスト等の扱い＞
● LRICモデルは、仮想的な事業者が現時点で利用可能な最も低廉で最も効率
的な設備と技術でネットワークを新たに構築した場合の費用を算定するも
のであることから、移行コストをモデルの算定対象に含めないことは妥当。
○ 「長期増分費用モデル研究会中間報告書(案)」(以下、
「中間報告書案」と
いう。)に賛同します。LRICモデルは、利用可能な最も低廉で効率的な設備
技術を採用することが前提であることから、メタル回線について、収容局単
位で経済比較を行った上で光回線に置き換え可能とすることは適切である
と考えます。
○ 中間報告書案に賛同します。メタルIP電話のユーザを光IP電話に移行させ
る場合のユーザ対応コストに関して、そもそもLRICモデルは仮想的な事業者
が現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術でネットワーク
を新たに構築した場合の費用を算定するものであるという基本的な考え方
に鑑みれば、移行に係るコストをモデルの算定対象に含めないことは妥当と
考えます。
【ソフトバンク株式会社】
意見５
＜移行コスト等の扱い＞
● PSTNを構成するアクセス設備について、光回線を前提としてモデル見直し
を検討することは、接続料の低廉化のみに着目し、光回線の投資額を考慮し
ていない点を踏まえると適切でない。
● 移行期間やコスト、お客様負担を考慮していないモデルをベンチマークと
して効率化を図ることは適当でない。仮に、モデルに光回線を用いるのであ

意見

・第４章 モデル見直しの基本検討

○ 賛同の御意見として承ります。
○ LRICモデルにおいてメタル回線以外の加入
者回線による設備構成を想定することの妥当
性については、考え方１のとおりです。
○ また、中間報告書（案）に示したとおり、LRIC
モデルは、仮想的な事業者が効率的なネットワ
ークを新たに構築した場合の費用を算定する
ものであり、実際の事業者の既設設備に係るコ
ストを考慮して算定するものではありません。
よって、IP網への移行コスト等はこれまでと
同様にモデル検討の対象外とすることが適当
と考えます。
考え方５

考え方４

考え方

無

修正の
有無
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れば、移行コスト等についてはプライシングでの扱いも含め継続議論とする
必要がある。
○ ＰＳＴＮを構成するアクセス設備を、光回線を前提としてモデル見直しを
検討することは、現実の設備構成と異なる点、及び接続料の低廉化のみに着
目し、光回線の投資額を考慮していない点を踏まえると適切でないと考えま
す。
しかしながら、モデル研究会において検討が行われていることから、移行
コスト等の扱いについては、メタル回線による固定電話を利用されるお客様
に対応するための期間やコストに加え、お客様ご自身にも宅内工事の立ち合
いや宅内機器の取り換え、ケーブルの張替え等のご負担をいただく必要があ
り、これらに係る移行期間やコスト、お客様負担を考慮していないモデルを
ベンチマークとして効率化を図ることは適当でないと考えます。したがっ
て、仮に、モデルに光回線を用いるのであれば、これらの移行コスト等につ
いてはプライシングでの扱いも含め継続議論とする必要があると考えます。
【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】
４.１.３ モデルで具備すべき機能
意見６
＜公衆電話の機能についての考え方＞
● 公衆電話に必要な機能を具体化し各コストを加算することで公衆電話機
能が組み込まれており、PSTNモデルと同等の精度が担保されたと考える。
○ 8次までのIPモデルでは、公衆電話がNTT東日本・西日本の独自仕様である
こと等の制約から公衆電話の機能がモデル化対象外となっておりました。
しかしながら、本中間報告書（案）では公衆電話に必要な機能を具体化し
各コストを加算することで公衆電話機能が組み込まれており、公衆電話の観
点でもPSTNモデルと同等の精度が担保されたと考えます。
【KDDI株式会社】
意見７
＜公衆電話の機能についての考え方＞
● ソフトバンク株式会社、KDDI株式会社から提案された公衆電話及び緊急通
報を実現する設備構成等は、必要な機能要件を明らかに満たしていない事項
及び満たしているとはいえない事項が多数存在しており、このままモデルに
適用することは適当ではない。公衆電話及び緊急通報の実現方法については

意見

賛同の御意見として承ります。
今回のモデル見直しにおいては、NTT東日本・
西日本から提示された機能を基に、当該機能に
係るコストをモデルに反映しております。

考え方７

○
○

考え方６

○ LRICモデルにおいてメタル回線以外の加入
者回線による設備構成を想定することの妥当
性については、考え方１のとおりです。
○ IP網への移行コスト等はこれまでと同様に
モデル検討の対象外とすることが適当である
ことは考え方４のとおりです。
なお、それをもってプライシングの検討にお
ける移行コストの扱いは否定されません。

考え方

無

無

修正の
有無
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継続議論とする必要がある。
ソフトバンク殿、ＫＤＤＩ殿より、それぞれ８次ＩＰモデルからの継続検
討課題である公衆電話および緊急通報を実現する設備構成等の提案があり
ましたが、当該の提案では公衆電話および緊急通報に求められる必要な機能
要件を明らかに満たしていない事項及び満たしているとはいえない事項が
多数存在しており、利用可能な状況ではないことから、このままモデルに適
用することは適当ではないため、公衆電話および緊急通報の実現方法につい
ては継続議論とする必要があります。
【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】

意見８
＜局給電の扱い＞
● ニッケル水素電池・アルカリ乾電池でUSB給電可能なモバイルバッテリー
を非常用電源として利用できないか。
○ 富士通からニッケル水素電池・アルカリ乾電池でUSB給電可能なモバイル
バッテリーが発売されているが、同等製品をバッテリーを増強し非常用電源
として利用できないか？
備蓄として単三乾電池は常備しやすく、ニッケル水素電池はリチウム電池
より安価である。
ONUを小型ONUと電話と非常時の低速インターネット用機能部分のみとし
極限まで省電力化すれば長時間駆動も可能では？
USBモバイルチャージャーFSC342
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/589199.html
【個人】

○

意見

LRICモデルを用いたコスト算定では、その時
点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備
をモデル入力値として採用することが望まし
いと考えます。

○

今回のモデル見直し検討において、NTT東日
本・西日本から提示された機能に基づき、ソフ
トバンク株式会社からは公衆電話に係るコス
トについて、KDDI株式会社からは緊急通報設備
に係るコストについて、モデルへの反映方法が
提案されました。これら提案に対し出された意
見及び質問については、それぞれ考え方が示さ
れており、また、代替となる他の具体的な提案
もなかったことから、次期LRICモデルにおいて
はこれら提案を採用することが適当と考えま
す。
考え方８

○

考え方

無

無

修正の
有無
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５.１.１ IP変換の方法
意見９
＜光回線におけるIP変換の方法＞
● 理想は光配線方式であるが、集合住宅の場合大家の許可が下りないビルが
存在する。
● VDSL方式は一見安価に見えるが、光ファイバの本線と建物内の電話線等の
二重投資を続けなければならない。
● LAN配線方式は、LAN配線のセキュリティ意識が低い場合、内部が丸見え状
態となる。IP変換の方法でのLAN配線方式の採用も見送るべき。
○ 理想は光配線方式であるが、集合住宅の場合大家の許可が下りない為、未
だにVDSL方式のまま残存しているアパートや昭和中期の古い商業ビルが存
在する。
VDSL方式は一見安価に見えるが、光ファイバーの本線と建物内の電話線・
VDSL装置の保守メンテナンス維持費・電気代の二重投資を続けなければなら
ない。
この問題も将来的な完全光配線化に向け克服するべき課題である。
また、LAN配線方式は設置者が建物所有者が多いが、LAN配線のセキュリテ
ィ意識が低い場合、内部が丸見え状態となる（レオパレス等）致命的な欠点
が存在する為、早急に廃止させるべき代物である。
プライバシーや情報流失の危険性、モラルの低い人間によるハッキングや
端末乗っ取りの危険性を考えればまだ1加入者に独立回線が割り当てられる
VDSL方式がマシである。
集合住宅や多数の中小企業が入居するビルでのLAN配線方式は推奨しな
い、IP変換の方法での採用も見送るべきであると考えます。
【個人】
５.１.２ 光回線の分岐方法
意見10
● 光回線について、事業者間の競争を求めるならNGNに関してもマイライン
同等の競争ルール制定や、同等の代価としてシェアドアクセス方式に係る接
続料の次年度以降の改定幅を大きくし、KDDI株式会社・ソフトバンク株式会

意見

・第５章 モデル見直しの詳細検討

考え方10

次期LRICモデルにおいては、戸建て・ビルと
もに、光回線を宅内（室内）に引き込み、宅内
設置のHGWでIP変換を行うこととしています
（光配線方式に相当）。
○ いただいた御意見は、参考として承ります。

○

考え方９

考え方

無

修正の
有無
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○

社が値下げという正当な方法で対抗するべき。
分岐数は、局内スプリッタ（４分岐）及び局外スプリッタ（８分岐）の合
計３２分岐とする。
（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）、光回線と光みなし回線とで
ＦＴＴＨ回線の共用は考慮しない。
（ＫＤＤＩ） はシェアドアクセス方式
に係る接続料から推察される光回線コストから逆算すると光みなし回線の
原価が高くなる懸念がある。
原価を低減しメタル回線からの切り替えを意識させないと手間を惜しん
で変更しない顧客の影響で接続料と利用者料金の関係の検証（スタックテス
ト）の様にフレッツADSLの料金収入が設備維持費を下回る結果となり回り回
ってユニバーサル料金への転嫁されるユーザーがコストを負担する事とな
る。
事業者間の競争を求めるならNGNに関してもマイライン同等の競争ルール
制定や、同等の代価としてシェアドアクセス方式に係る接続料の次年度以降
の改定幅を大きくし、KDDI・ソフトバンクが値下げという正当な方法で対抗
するべきではないか？
【個人】
５.１.３ 加入者回線の選択ロジック
意見11
＜局給電のコストモデル化＞
● 局給電の代替としての停電対応機器について、メタルIP電話（加入電話）
に関してモバイル端末非保有世帯相当を設置対象とすることや、公衆電話に
関して第二種公衆電話を設置対象としないこととした内容は妥当。
○ 中間報告書案に賛同します。停電時に通話の代替と成り得る携帯電話等が
広く普及していることを踏まえれば、メタルIP電話に関して、モバイル端末
非保有世帯相当を停電対応機器の設置対象とすることや、第二種公衆電話を
停電対応機器の設置対象としないこととした中間報告書の内容は妥当と考
えます。
【ソフトバンク株式会社】
意見12
＜局給電のコストモデル化＞
＜ベンチマーク＞
● 加入者回線のコストモデル化に際し、局給電の代替やベンチマーク設定に

意見
いただいた御意見は、参考として承ります。

考え方12

○ 賛同の御意見として承ります。
○ 加入者回線の選択ロジックにおける局給電
の代替としての停電対応機器は、実質的な需要
に基づきコストモデル化することが適当とし
ています。

考え方11

○

考え方

無

無

修正の
有無
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●

おいて一定の合理性がある。
しきい値の設定によりモデルが簡素化されたことは成果。感度分析によ
り、しきい値には一定の精度が担保された。
○ 加入者回線のコストモデル化に際し、以下の点においても一定の合理性が
あると考え、本中間報告書（案）に賛同致します。
① 局給電の代替として、モバイル端末非保有世帯へのモバイルバッテリー
活用など、実質的な需要を合理的な方法でコストモデル化。
② モデルの中で収容局ごとに経済比較の計算を都度行うのではなく、モデ
ルの外での試算結果に基づくベンチマークの設定（光回線置き換えの判
断）による透明性の向上とモデルの簡素化。
なお、しきい値の設定によりモデルが簡素化されたことは成果といえま
す。また、感度分析により、しきい値には一定の精度が担保されたと考えま
す。
【KDDI株式会社】
意見13
＜ベンチマーク＞
● PSTNを構成するアクセス設備について、光回線を前提としてモデル見直し
を検討することは適切でない。
● 加入者回線の選択ロジックについて、簡略化の観点のみから需要密度とい
う単一の係数に収斂させるロジックが採用されているが、NTT東日本・西日
本より行った提案（需要分布、き線設備の設置方法、配線点の設定方法、メ
タルと光の構成比等）を踏まえ、継続議論とすることが必要。
○ ＰＳＴＮを構成するアクセス設備を、光回線を前提としてモデル見直しを
検討することは、現実の設備構成と異なる点、及び接続料の低廉化のみに着
目し、光回線の投資額を考慮していない点を踏まえると適切でないと考えま
す。
○ 仮に、検討の俎上にあげる場合であっても、加入者回線の選択ロジックに
ついては、報告書案では、簡略化の観点のみから需要密度という単一の係数
に収斂させるロジックが採用されているところですが、需要分布、き線設備
の設置方法、配線点の設定方法、メタルと光の構成比等の要素により、大き
く結果が変動するため、これらを踏まえ、光回線へ置き換えのしきい値を検
討する旨の提案を当社より行ったところですが、その点と簡略化の観点を踏

意見

○ LRICモデルにおいてメタル回線以外の加入
者回線による設備構成を想定することの妥当
性については、考え方１のとおりです。
○ 加入者回線の選択ロジックにおける需要密
度を用いたしきい値の採用は、中間報告書（案）
に示したとおり、しきい値に対する収容エリア
面積の影響をなくすためです。また、選択ロジ
ックの試算条件に対してNTT東日本・西日本か
ら示された意見は、メタル回線・光回線に係る
試算条件の公平性等の観点から、反映は見送る

考え方13

○ 賛同の御意見として承ります。
○ 加入者回線の選択ロジックにおける局給電
のコストモデル化については、考え方11のとお
りです。
○ ベンチマークの設定については、光回線への
置き換え判断の透明性確保等の観点からも望
ましい方法と考えます。

考え方

無

無

修正の
有無
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５.２.２ 相互接続・設備構成
意見14
＜収容局の設備構成＞
● メタルIP電話とISDNをともに収容可能な収容装置を採用することに賛同。
● （NTT東日本・西日本提案の）GC/RT＋変換装置の構成については、８次モ
デルにおいてPSTNモデルがIPモデルよりも高コストであることを踏まえる
と、コスト構造上不適。
○ 加入者回線収容装置について、コスト効率性の観点から比較を行い、メタ
ルIP電話とISDNをともに収容可能な収容装置（VoIP-RT）を採用した中間報
告書（案）に賛同致します。
なお、GC/RT＋変換装置の構成については、GC交換機より上位の設備コス
トは現行PSTNモデルよりも安価になる可能性がありますが、GC交換機下位の
設備はPSTNモデルと同等であり、8次モデルにおいてPSTNモデルがIPモデル
よりも高コストであることを踏まえると、コスト構造上不適であると考えま
す。
【KDDI株式会社】
意見15
＜収容局の設備構成＞
● NTT東日本・西日本提案のメタル収容装置を活用した設備構成について、
定量的なデータを用いた経済効率性等の比較検討が行われないまま、採用し
ないと結論付けられている。各提案の設備構成について、定量的に比較を行
った上で継続議論とすることが必要。
○ 検討当初より、当社からは次期ＩＰモデルとしてメタル収容装置を活用し
た設備構成を提案しており、８次モデルからの課題であるＦＲＴからの光回
線の収容方法も含め、具体的な機能要件や設備量算定ロジックもお示しして

まえ、継続議論とすることが必要です。
【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】

意見

延長１km当たり施設保全費、ケーブル延長１km当

収容局の設備構成（収容装置）に関する比較
検討は、NTT東日本・西日本から別の検討項目※
１
で示された試算の考え方※２や現行のLRICモデ

○

考え方15

賛同の御意見として承ります。
中間報告書（案）に示したとおり、今回のモ
デル見直し検討では、現行IPモデルで採用して
いる加入者回線収容装置及び今回新たに提案
のあった装置について比較を行い、経済効率性
の観点からメタルIP電話及びISDNの回線を収
容可能な装置を採用しています。

○
○

考え方14

たり投資額

※

ことが適当と考えます。
なお、継続検討すべきとした課題は、一部の
モデル入力値※に係る考え方の整合性の確保で
あり、このため、本中間報告における選択ロジ
ックのしきい値を暫定値としています。

考え方

無

無

修正の
有無
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考え方

収容局の設備構成に係る検討項目「５．２．２ 相

「収容局以下の設備構成は、現行PSTNモデルに

収容局以下の設備に係るコスト（令和元年度接

意見16
考え方16
＜緊急通報設備のモデル化＞
● 現行IPモデルにおける専用線接続方式及びISDN接続方式に光IP回線接続
方式を加えた３つの方式を採用することに賛同。光IP回線接続方式の機能要
件は、少なくともPSTNモデルと同等の精度が担保されている。
○ 緊急通報指令台回線・機能についても光回線にて収容可能であることか ○ 賛同の御意見として承ります。
ら、現行IPモデルにおける２つの方式（専用線接続方式、ＩＳＤＮ接続方式） ○ 今後、緊急通報を光IP回線により行う「光IP
に光IP接続方式を加えた3つの方式とする本中間報告書（案）に賛同致しま
回線接続方式」への更改が順次進むことが想定
す。
されることを踏まえ、次期LRICモデルでは、当
なお、緊急通報設備の光IP回線接続方式の機能要件は、実際網の光IP指令
該接続方式を、専用線接続方式及びISDN接続方
台に係る機能を詳細に分析しモデル化されているため、少なくともPSTNモデ
式に加えて採用することとしております。
ルと同等の精度が担保されていると考えます。
【KDDI株式会社】
５.３.２ トラヒック区分

64回長期増分費用モデル研究会資料）
。

よりも現行IPモデル（約515億円）の方が小さい（第

続料算定ベース）は、現行PSTNモデル（約940億円）

※３

め新たな提案は不要」等（中間報告書（案）ｐ.80）

の他入力値はPSTNモデルの入力値を利用可能のた

『変換装置』のコストを加算したものとする」
、
「そ

※２

加入者回線の選択ロジック」で示されたもの。

互接続・設備構成」とは別の検討項目「５．１．３

※１

いましたが、当社提案と他社提案との間で定量的なデータを用いた経済効率
ルの性質※３も勘案し、NTT東日本・西日本から
の提案内容に応じて定量的に行われたものと
性等の比較検討が行われないまま、報告書案において当社提案モデルを採用
しないと結論付けられるに至っています。
考えます。
○ このように収容局の設備構成についてはまだ十分に議論を尽くされてい ○ 今回のモデル見直し検討では、経済効率性の
るとは言えないことから、上述した課題を含め各提案の設備構成について、
観点から、現行IPモデルの収容装置に代えて、
定量的に比較を行った上で継続議論とすることが必要です。
メタルIP電話及びISDNの回線を収容可能な装
【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】
置を採用したことは考え方14のとおりです。

意見

無

修正の
有無
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意見17
＜IP網へ移行後のトラヒック把握＞
● IP網移行後は着CA情報が流通しない見込みであるため、IP網移行前のデー
タを利用するのは一案。
● ただし、具体的にどの時点のトラヒック比率を用いるのか、また、その比
率を利用し続けることが適当なのかについては引き続き検討が必要。
○ IP網移行後は着CA情報が流通しない見込みであることから、網内呼(ZA
内)、網内呼(ZA間)のトラヒックを求めるにあたり、移行前のデータを利用
することは一案であると考えます。但し、移行前のデータについては、具体
的にどの時点のトラヒック比率を用いるのか、また、その比率を利用し続け
ることが適当なのかについては引き続き検討が必要です。
【ソフトバンク株式会社】
意見18
＜IP網へ移行後のトラヒック把握＞
● IP網移行後、実網では距離別トラヒックの把握ができないため、IP網移行
前の比率等から算定した代替値を用いることはやむを得ない。
● なお、モデルの入力値にこのような推計値が含まれることを踏まえると、
全体バランスの観点から、モデルコストへの影響が軽微な事項のモデル化は
避けることが適当。
○ IP網へ移行後、実網では距離別トラヒックの把握ができないことから、IP
網へ移行前の比率等から算定した代替値を用いることはやむを得ない措置
と考えます。
なお、モデルの入力値が本件のような推計値を含むことを踏まえれば、モ
デルコストへの影響が軽微な事項のモデル化は、全体バランスから避けるこ
とが適当であると考えます。
【KDDI株式会社】
５.３.３ 優先制御を考慮したコスト配賦
意見19
＜優先制御を考慮したコスト配賦＞
● 次期LRICモデルにおいても、NGN接続料の算定に適用されているQoS制御係
数を採用することは一定の合理性がある。
○ 中間報告書案に賛同します。令和元年度に適用するNGN接続料より、接続

意見

○

賛同の御意見として承ります。

考え方19

賛同の御意見として承ります。
モデル化の粒度については、「モデル検討に
おける基本的事項についての考え方」を踏ま
え、費用算定の観点から必要な程度において考
慮することとしております。

○
○

考え方18

○ 賛同の御意見として承ります。
○ 接続料算定に用いるデータの具体化につい
ては、今後、総務省において検討が進められる
ものと考えます。

考え方17

考え方

無

無

無

修正の
有無
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５.５.１ 光ケーブルの経済的耐用年数
意見20
＜光ケーブルの経済的耐用年数＞
● 加入光ファイバ接続料の算定(将来原価方式)に用いる光ケーブルの経済
的耐用年数を適用するという中間報告書案に賛同。なお、経済的耐用年数に
ついては実態に合わせて定期的に見直しを実施していく必要がある。
○ 光ケーブルの経済的耐用年数について、加入光ファイバ接続料の算定(将
来原価方式)に用いる光ケーブルの経済的耐用年数を適用するという中間報
告書案に賛同します。
なお加入光ファイバ接続料に係る情報通信行政・郵政行政審議会答申(令
和元年8月23日)に「経済的耐用年数については、設備の利用実態を適正に反
映したものであることが重要であり、適時適切に見直していく必要があると
考えます。」との考えが示されています。これは長期増分費用方式について
も同様であることから、経済的耐用年数については実態に合わせて定期的に
見直しを実施していく必要があります。
【ソフトバンク株式会社】
５.５.３ 通信ネットワーク強靭化の取り組み等の反映
意見21
＜通信ネットワーク強靱化等の観点からのモデル見直し＞
＜災害対策時復旧迅速化の取組のモデルへの反映＞
● 「対策の必要性」、
「NTT東日本・西日本の取組実績」、
「入力値補正等の簡便
なモデル化」及び「過去の反映分との整合性・重複排除」に着目した本整理
案は妥当。
● 「前線基地拠点ビルにおける駐車スペース等の確保」について、モデル簡
素化の観点も踏まえ採用を見送ることは妥当であり、今後のモデル検討にお
いても必要となる判断基準と考える。
○ 8次モデルまでに議論・反映された通信ネットワーク強靭化の取組等のモ

料の算定等に関する研究会での議論を踏まえ、一部設備のコスト算定にQoS
制御係数が適用されていますが、次期LRICモデルにおいても、このQoS制御
係数を採用することは一定の合理性があると考えます。
【ソフトバンク株式会社】

意見
次期LRICモデルでは、これまで音声サービス
のコストの重み付けをするために適用してい
たパケット優先係数に代えて、NGN接続料の算
定に適用されているQoS制御係数の考え方を採
用することとしております。

○

賛同の御意見として承ります。

考え方21

○ 賛同の御意見として承ります。
○ LRICモデルに用いる光ケーブルの経済的耐
用年数については、適時適切に見直しを行うこ
とが適当と考えます。

考え方20

○

考え方

無

無

修正の
有無
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考え方

デル化の経緯から、
「対策の必要性」、
「NTT東西の取り組み実績」、
「入力値補 ○ 「前線基地拠点ビルにおける駐車スペース等
の確保」については、提案された必要スペース
正等の簡便なモデル化」及び「過去の反映分との整合性・重複排除」に着目
した本整理案は妥当であり、本中間報告書（案）に賛同致します。
と取組実績が必ずも直接対応していないこと、
モデルコストへの影響が軽微と想定される「前線基地拠点ビルにおける駐
近隣の小学校を利用する場合にコストが発生
車スペース等の確保」について、モデル簡素化の観点も踏まえて採用見送り
していないこと、他目的使用との切り分けなど
としたことも妥当であり、次期以降のモデル検討においても必要となる判断
各ビルの実態把握が困難であることも踏まえ、
基準と考えます。
採用を見送ることとしております。
【KDDI株式会社】
意見22
考え方22
＜④前線基地拠点ビルにおける駐車スペース等を確保＞
● 最低限必要な災害対策の範囲は、年々拡大していることを踏まえると、NTT
東日本・西日本の実績をベースに妥当性、モデル反映の適否を検証すること
が必要。
○ 「効率的な反映方法を用いて最低限必要な範囲について考慮する」ことを、 ○ 中間報告書（案）に示したとおり、LRICモデ
ルは安全・信頼性の観点から具備すべき機能と
モデルでの災害対策コストの考え方としていますが、昨今の風水害等の発生
状況を鑑みると、最低限必要な災害対策の範囲は、年々拡大しているものと
して事業用電気通信設備規則の規定を考慮し
考えます。従って、まずは当社の実績をベースにその妥当性、モデル反映の
ています。
適否を検証することが必要と考えます。
また、災害対策コストとして特定事業者の実
【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】
績をそのままモデルに反映することはモデル
の考え方に馴染まないものの、NTT東日本・西日
本における災害対策の取組を踏まえ、モデルの
考え方に沿った効率的な反映方法で最低限必
要な範囲について考慮するとしています。
モデルにおける考慮の妥当性は、NTT東日本・
西日本における取組実績や、他の効率的な対策
方法への代替可能性、反映済み対策項目との重
複有無等の観点から判断することが必要であ
ると考えます。
例えば、「前線基地拠点ビルにおける駐車ス
ペース等の確保」のモデルにおける考慮の妥当
性判断は、考え方21のとおりです。
５.５.４ 特別損失の扱い

意見

無

修正の
有無
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意見23
＜特別損失の扱い＞
● 損失の要因、発生の頻度、規模又はエリア等を想定し予め接続料原価に反
映することは容易ではないと思われるため、モデルの見直しを行う必然性は
ないとする内容は妥当。
○ 中間報告書案に賛同します。特別損失については、損失の要因、発生の頻
度、規模又はエリア等を想定し予め接続料原価に反映することは容易ではな
いと思われるため、今回の検討においてはモデルの見直しを行う必然性はな
いとする中間報告書案の内容は妥当であると考えます。
【ソフトバンク株式会社】

意見

○ 賛同の御意見として承ります。
○ 特別損失を接続料原価に反映するかはプラ
イシングの議論ですが、仮に反映することを想
定しても、まずは、ユニバーサルサービスコス
ト算定における考慮の方法と整合を図ること
を検討すべきと考えます。

考え方23

考え方

無

修正の
有無

211

意見

意見24
● キャッシュバック完全廃止廃止・抜け穴を利用する代理店や家電量販店一
斉摘発を目指すべき。
○ 2020年5月4日、千葉県での地震で緊急地震速報が流れた後にネットワーク
がつながらない状況が発生した。
一部まとめサイトでGooglePublicDNSへDNSサーバーを切り替える事で障
害復旧すると報じられた為、ISP側でのDNSサーバー障害が疑われる事象であ
る。
今回の場合、実際の震度は4程度の地震であるにも関わらず関東広域だけ
でなく京阪神・中京・福岡地域も通信障害となっている為、国内のインフラ
における障害回避策があまりにも脆弱である事が露呈した。
各通信会社ともインフラ維持に必要な投資を怠り、異常な乱売（通信機器
の異様な値引き・違法か違法ギリギリのキャッシュバック）に明け暮れてい
る今の現状こそおかしい。
次期ＬＲＩＣモデルにおいても通信インフラの破綻防止の観点からも値
下げとインフラ維持の均衡を図る、2025年度を目途にキャッシュバック完全
廃止廃止・抜け穴を利用する代理店や家電量販店一斉摘発を目指すべき。
ソフトバンクのネット接続サービスで一時、通信障害 千葉・茨城での地
震との関連も調査(2020/05/04 毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20200505/k00/00m/020/010000c
ソフトバンク光やNTTで大規模な通信障害発生か？ 「繋がらない」の声
相次ぐ（2020/05/04 リアルサウンド）
https://realsound.jp/tech/2020/05/post-548526.html
【個人】

・その他

○

いただいた御意見は、参考として承ります。

考え方24

考え方

無

修正の
有無

