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の実施状況について

資料３



１．電気通信市場の動向



電気通信サービスの契約数の推移

注：電気通信事業報告規則の規定により報告を受けた数値を集計
（平成１６年３月末分以前は、事業者から任意で報告を受けた数値を集計。）

ブロードバンド・インターネットの種別ごとの契約数

注１：２００４年６月末分より電気通信事業報告規則の規定により報告を受けた契約数を、それ以前は任意の事業
者から報告を受けた契約数を集計。

注２： IP電話については、最終利用者に利用されている０５０や０ＡＢ～Ｊの電話番号の数を集計したものを掲載。

電気通信サービス契約数の推移

（単位：万契約）
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携帯電話に係る接続料（３分換算）の推移

区域内：同一の区域（ブロック）に終始する通話に適用

区域外：同一の区域（ブロック）に終始しない通話に適用

ＩＣ接続：ＮＴＴ東西の中継交換機と接続する通話に適用

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

NTTドコモ
区域内 45.72 39.24 37.08 35.82 34.74 33.84 32.94 32.4 28.8 24.3
区域外 57.6 49.86 47.34 45.36 41.76 39.42 38.52 36.72 32.4 28.08

KDDI
区域内 48.42 41.94 40.5 39.06 37.62 36.36 35.28 34.38 31.5 25.74
区域外 62.28 53.82 52.38 50.22 48.42 45.9 44.82 43.56 39.24 31.68

ソフトバンク
モバイル

区域内 48.06 41.76 40.86 40.5 39.78 39.42 39.06 38.7 36.72 非公表

区域外 57.42 51.12 49.86 49.32 48.6 47.52 46.44 45.36 43.2 非公表

イー・モバイル 29.34 24.3
NTT東西 7.65 5.88 4.78 5.79 6.12 7.09 6.84 6.55 6.41 6.38

3



30.6% 34.7% 38.6% 40.8% 41.9% 42.3%

27.0%
28.0%

30.4%
31.4% 32.2% 32.1%

289.0 

544.9 

879.5 

1,215.4 

1,501.7 

1,778.9 

125.0 
232.0 

378.3 
511.2 

619.9 
721.5 

163.9 

312.8 

501.2 

704.2 

881.8 

1,057.4 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

-2,500 

-2,000 

-1,500 

-1,000 

-500 

0 

500 

1,000 

1,500 

ＮＴＴ東日本シェア ＮＴＴ西日本シェア ＦＴＴＨ全体 集合住宅向け 戸建て＋ビジネス向け

ＦＴＴＨサービス契約数の推移

05.3 06.3 07.3 08.3 09.03 10.03

（万加入）

（出典：総務省資料）

■ ブロードバンド総契約数に占めるFTTH契約数は５割を超えており、今後一層拡大することが見込まれる中で、ＦＴＴＨ市場においてＮＴＴ

東西のシェア（2010年3月末現在で約74%）が上昇傾向にある（参考：２０１０年度第1四半期現在で約75%）。

■ 他方、超高速ブロードバンド基盤（※）の整備率が90％を超える中で利用率が30％超にすぎない状況にある。
※ 下りの伝送速度が３０Mbps以上のブロードバンドサービス。FTTH及びCATVインターネットの一部が対象。

ＦＴＴＨ市場の動向 4



コンテンツ配信市場・通信プラットフォーム市場について

■モバイル市場・固定ブロードバンド市場が成熟化する中で、コンテンツ配信市場・通信プラットフォーム市場は、今後の市場規模の

拡大が予測されている。
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※ 単位：億円
※ カッコ内の割合は、2006年度からの増加率

（億円）

（※1）

（※2）

（※1） Business to Commerce Electronic Commerce 企業と一般消費者の電子商取引

（※2） Video On Demand リクエストすると映画等の映像が配信されるサービス



２．接続ルール答申 （概要）



１．第二種指定電気通信設備制度の検証（接続制度の見直し）

（１） 標準的接続箇所やアンバンドル（網機能の細分化）の考え方
（２） 接続料原価算定の考え方（適正な原価等） 等

２．ネットワークインフラの利活用

（１） 鉄塔等の設備共用ルールについて
（２） ローミングの制度化について

電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について

１．ＦＴＴｘ(※1)サービス

（１） ＦＴＴＨサービスの屋内配線
（２） ドライカッパ(※2)のサブアンバンドル(※3)（ＦＴＴＲ(※4)サービス）

２．ネットワークインフラの利活用

（１） 中継ダークファイバの空き芯線がない区間でのＷＤＭ
装置の設置 等

１．通信プラットフォーム機能のオープン化

（１） 移動網の通信プラットフォーム機能 等

２．紛争処理機能の強化

（１） 電気通信事業紛争処理委員会の紛争処理機能の強化
（電気通信事業を営んでいるものの、電気通信事業法の適用除外とされ
ている者に係る紛争事案の扱い） 等

Ⅰ. モバイル市場の公正競争環境の整備 Ⅱ. 固定ブロードバンド市場の公正競争環境の整備

Ⅲ. 通信プラットフォーム市場・コンテンツ配信市場への参入
促進のための公正競争環境の整備

■ 電気通信市場は、固定電話からブロードバンドへの移行が進展するとともに、携帯電話の重要性が著しく高まるなど、その取り巻く環境は大きく変
化している状況にある。これに伴い、他事業者のネットワークを利用する事業展開も活発化し、これらはコンテンツ配信市場等として今後の更なる
発展が期待されている。

■ このような市場環境の変化に対応し、電気通信市場における公正競争環境確保の観点から接続ルールの在り方について検討を行うため、昨年２
月に情報通信審議会電気通信事業政策部会に諮問し、審議頂いた結果、以下の項目等について同年10月16日に答申を得たところ。
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（※1） Fiber To The X
光ファイバによるユーザ向け通信サービスの

総称

（※2） 加入者メタル回線のうち、設備を設置した事
業者自身によって使用されていないもの

（※3） 既に細分化された網機能について追加的に
細分化すること

（※4） Fiber To The Remote Terminal
ＮＴＴ東西の局舎からき線点付近までは光

ファイバ回線、き線点付近から利用者宅までは
メタル回線で提供するブロードバンドサービス

（※5） Wavelength Division Multiplexing
波長分割多重方式により、１芯の光ファイバ

に複数の光信号を伝送するもの。

(※5)



接続ルール答申の概要について ①
Ⅰ. モバイル市場の公正競争環境の整備

① 携帯電話は国民１人に約１台の割合で普及（０９年３月末：約１億１，０００万契約）

② 音声だけでなく、音楽・ゲーム・動画等の多様なコンテンツや決済機能等を提供

③ ＭＶＮＯ(※1)(自ら周波数の割当を受けることなく、移動通信事業者のネットワークを利用してサービス提供をする事業者)の出現・増加

④ 新たに周波数の割当を受けた事業者の新規参入（０７年）

⑤ 接続形態の多様化・複雑化（０７年にはＮＴＴドコモと日本通信との間で総務大臣裁定を求める紛争事案が発生）

→ 以上のモバイル市場の環境変化を踏まえ、接続料算定の在り方（算定対象機能（どの機能を接続料算定の対象とするか）、算定
方法（接続料をどのように算定するか）、算定結果の検証（算定した接続料の適正性をどのように検証するか））について検討

■ 接続料算定ルールについて、「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン（以下「二種指定ガイドライン」という）」
を０９年度内に策定することが適当 （２０１０年度接続料から実施）

① アンバンドルの具体的内容
② アンバンドル・接続箇所に関する事業者間協議の際の留意事項
③ 接続料の算定方法（算定プロセス、適正原価・利潤、需要）

→ 営業費の接続料原価への算入は原則認めない 等
④ 接続料届出の際に添付する算定根拠の様式

■ 二種会計制度を創設することが適当 （２０１０年度会計から作成・公表）

答申の概要

① 移動通信事業者（ＭＮＯ(※2)）は、自らネットワークを構築することが原則
② しかし、物理的スペースが限られていること等から、鉄塔等の設置が困難な場合も存在

→ 以上の状況を踏まえ、鉄塔等の設備共用ルール等について検討

■ 鉄塔等の設備共用ルールについて、鉄塔等の(自主的な)共用促進の観点から、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイド
ライン」を改正し、鉄塔等の共用に係る申込手続・拒否事由等を規定するとともに、総務大臣裁定等の対象に鉄塔等の共用を追加
することが適当

答申の概要

１ 接続制度の見直し

２ モバイルネットワークインフラの利活用
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（※1） Mobile Virtual Network Operator
（※2） Mobile Network Operator



接続ルール答申の概要について ②

Ⅱ. 固定ブロードバンド市場の公正競争環境の整備

① ＦＴＴＨの契約数は、０８年６月にＤＳＬを上回り、０９年３月時点で固定ブロードバンド契約(約３,０００万)の半数(約
１,５００万)

② ＮＴＴ東西のシェアは、０９年３月時点で約７４％と拡大傾向だが、モバイルとの競合等から契約数の伸びが鈍化（０７年
１１月、ＮＴＴ東西は、「２０１０年度に光３,０００万契約」の目標を２,０００万契約に下方修正したが、この達成も困難な状況）

→ 以上のＦＴＴｘ市場の状況変化を踏まえ、ＦＴＴＨサービスの屋内配線、ドライカッパのサブアンバンドルについて検討

■ ＦＴＴＨの屋内配線について、転用ルールの整備が必要。この際、ルール化が必要な事項を事業者間で協議・整理してルール整備
に活用することが適当。また、ＮＴＴ東西以外の事業者の屋内配線の転用を促進する措置を講じることも適当

■ ＦＴＴＲサービスについて、ドライカッパのサブアンバンドル（「き線点(※)近傍の電柱～利用者宅まで（下部区間）」のメタル回線のみの利

用を可能）をすることが適当

答申の概要

ＮＴＴ東西の中継ダークファイバについて空き芯線のない区間が約４割存在しており、非ブロードバンド地域の基盤整備の支障等
となっているとの意見

→ 中継ダークファイバの空き芯線がない区間のＷＤＭ装置（異なる波長の光信号を光ファイバに重畳させることにより、１芯の光ファ

イバにおいて複数の波長による光信号の伝送を可能とするもの）の設置の要否等について検討

■ ＷＤＭ装置の未設区間について、ＷＤＭ装置の設置義務付けは現時点では不適当

■ ＷＤＭ装置の設置区間について、中継ダークファイバの空き波長をアンバンドルし、貸出ルール・情報開示ルールを整備することが
適当

答申の概要

１ ＦＴＴｘサービス

２ 固定ネットワークインフラの利活用（中継ダークファイバ）
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（※） NTT東西の局舎から延びる加入者回線が、地下区間を抜けて電柱に出てくる地点



接続ルール答申の概要について ③

Ⅲ. 通信プラットフォーム市場・コンテンツ配信市場への参入促進のための公正競争環境の整備

通信プラットフォーム事業について、以下の５つの機能の
アンバンドル化の要否について検討

① 課金機能・コンテンツ情報料の回収代行機能
② 大容量コンテンツ配信機能(※1)

③ ＧＰＳ(※2)位置情報の継続提供機能
④ ＳＭＳ接続機能（電話番号メール）

⑤ 携帯電話のＥメール転送機能

■ 通信プラットフォーム市場について、サービスの萌芽期にあり、規制の適用には謙抑的であることが
必要とされるため、まずは事業者間協議による合意形成を尊重する立場を採用することが適当

■ ただし、当該各機能を「注視すべき機能」に位置付け、事業者間協議の進展状況を注視し、必要に応じ
適切な対応を実施することが適当

現在の紛争処理委員会は紛争当事者が「電気通信事業者」である紛争事案を対象

■ 紛争処理委員会の紛争処理対象範囲について、通信プラットフォーム事業者やコンテンツ配信事業者（電気通信事業は営むも
のの、回線不設置の非電気通信事業者）まで拡大することが適当

答申の概要

答申の概要

２ 紛争処理機能の強化

１ 移動網の通信プラットフォーム機能

コンテンツ購入

認証・課金
サーバ

公式ＣＰ

一般ＣＰ

携帯事業者網

Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ

回線は設置せず、配信
サーバのみを設置して
電気通信事業を実施

回収代行機能の例

コンテンツプロバイダ（ＣＰ）と回線設置事業者との接続形態が
増加し、重要性を増している状況
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（※1） 一部の携帯電話事業者が、大容量コンテンツの流通によるネットワークへの負荷の軽減等を目的に自社の専用サーバの利用を義務付けているところ、当該専用サーバを利用することにより、当該携帯電話事業者の
ネットワークを通じた大容量コンテンツの配信を可能とする機能

（※2） 全地球測位システム／Global Positioning System
地球上の現在位置を測定するためのシステム



３．答申の実施状況 （総論）



接続ルール答申の実施状況について（平成22年12月13日現在）

(1) 携帯電話市場の環境変化を踏まえ、携帯電話接続料に関する算定方法を明確化することが適当

→ 「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」について、２０１０年３月２９日に公表

(2) 接続料算定の透明性向上を図るため、二種会計制度を創設することが適当

→ 電気通信事業法改正案（放送法等の一部を改正する法律案の一部。以下同じ）について、２０１０年１０月に第１７６回
臨時国会へ提出、１１月２６日成立、１２月３日公布

(3) 鉄塔等の共用の促進を図るため、総務大臣裁定等の対象に鉄塔等の共用を追加すること等が適当

→ 電気通信事業法改正案について、 ２０１０年１０月に第１７６回臨時国会へ提出、１１月２６日成立、１２月３日公布

(1) 携帯電話網等を利用してコンテンツ配信を行う事業者等の参入のために公正な利用ルールを整備することが適当
（電気通信事業紛争処理委員会の扱う紛争処理の対象をコンテンツ配信事業者と携帯事業者との接続等に関する紛争等へ
拡大することが適当）

→ 電気通信事業法改正案について、２０１０年１０月に第１７６回臨時国会へ提出、１１月２６日成立、１２月３日公布

■ 固定ブロードバンド市場の環境変化を踏まえ、ＦＴＴＨサービスの屋内配線の公正な利用ルールを整備することが適当

■ 中継ダークファイバにおけるWDM装置の公正な利用ルールを整備することが適当

→ ２０１０年１月に総務省令等を改正した上、ＮＴＴ東西の接続約款の変更案について２０１０年３月に認可

I．携帯電話市場における接続ルールの整備

■ 主な答申項目

Ⅲ．通信プラットフォーム市場・コンテンツ配信市場への参入促進のための公正競争環境の整備

Ⅱ．固定ブロードバンド市場における接続ルールの整備
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電気通信事業法の改正（放送法等の一部を改正する法律）

（注２） 情報通信審議会答申「通信・放送の総合的な法体系の在り方」（平成21年8月26日）に係る事項

紛争処理機能の強化

◆ コンテンツ配信事業者と電気通信事業者との間における、電気通信役務の提供に係る料金や条件を

巡る紛争について、電気通信事業紛争処理委員会のあっせん及び仲裁の対象とする。

◆ 電気通信事業者間における、鉄塔等の共用に係る料金や条件を巡る紛争について、総務大臣による

裁定・協議命令の対象とするとともに、電気通信事業紛争処理委員会のあっせん及び仲裁の対象と

する。

◆ 市場シェアにおいて支配的な移動体通信事業者（第二種指定電気通信設備事業者）に対して、接続

会計の整理・収支の状況の公表を義務づける。

移動体通信事業者に係る接続会計制度の創設

（注２）

（注１）

（注１）

（注１）

（注１） 情報通信審議会答申「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」（平成21年10月16日）に

係る事項
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（１） 二種指定ガイドラインの策定・運用

４．答申の実施状況 （各論）



１．適正な原価の算定

２．適正な利潤の算定

３．需要（☞接続料≤(原価＋利潤)÷需要）の算定
◆音声：通信経路の違いによる設備の使用の違いを考慮した総通話時間
◆データ：ネットワークのデータ伝送容量から合理的に算定される総帯域幅

４．総務省による検証を可能するため、提出を求める算定根拠の様式を規定

二種指定ガイドライン （概要） ①

１．適正な原価の算定方法

２．適正な利潤の算定方法

３．需要の算定方法（☞(適正な原価＋適正な利潤)÷需要 ≧ 接続料）

４．総務省に提出する算定根拠の様式を規定

◆営業費は、設備への帰属が認められる一部を除いてすべて控除

ステップ１

音声とデータの
コストを分計

移動体通信事業の
総コスト

ステップ２

契約数連動コスト
等を控除

適正な原価

ステップ３

その他対象外コスト
を控除

自己資本費用他人資本費用 利益対応税＋＋=適正な利潤

◆各項目について、一種指定制度と同様の算定式や考え方を明示

音声の需要 ・・・ 通信経路の違いによる設備の使用の違いを考慮した総通話時間

データの需要 ・・・ ネットワークのデータ伝送容量から合理的に算定される総帯域幅

■ 接続ルール答申を受け、第二種指定電気通信設備との接続について、接続料の算定方法を明確化するとともに、アンバンドルの
仕組み（通信プラットフォーム機能も対象）を設けるため、１０年３月「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」
を策定・公表。

■ ガイドラインは、二種指定事業者を対象としているが、二種指定事業者以外の携帯電話事業者についても、検証可能性に留意し
た上でガイドラ インを踏まえた積極的な対応を行うことが適当としている。

Ⅰ．接続料の算定方法
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二種指定ガイドライン （概要） ②

１．プロセスと判断基準

２．「注視すべき機能」に該当する機能を規定（☞ 定期的に見直し）

■ ＳＭＳ接続機能
■ 携帯電話のＥメール転送機能

など６機能

（注） 現在、アンバンドルされている機能は、「アンバンドルすることが望ましい機能」に位置付け

３．事業者間協議における留意事項を整理

注視すべき機能

（事業者間協議を注視）
他事業者からの要望

アンバンドルすることが

望ましい機能

システム開発

約款変更

合意形成が困難
⇒ 最終判断

他事業者からの
具体的な申込み

判断基準
◆ 技術的に可能か？
◆ 過度に経済的負担を与えないか？
◆ 必要性・重要性の高いサービスか？
◆ 需要の立上げ期にないサービスか？

Ⅱ．アンバンドルの仕組み
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（２） 二種指定接続会計の制定

４．答申の実施状況 （各論）



二種指定接続会計の制定 ①

… 接続料算定の透明性向上を図り、もって接続事業者の検証可能性を高める観点から、電気通信事業会

計をベースとして、二種指定事業者に対する新たな会計制度を導入することが適当である。

１．背景

○電気通信事業法（昭和59年法律第86号）

第34条

６ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指

定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その

他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

第二種指定電気通信設備接続会計規則の制定

「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について 答申」
（平成21年10月16日 情報通信審議会）

「放送法等の一部を改正する法律（平成22年法律第65号）」第5条による改正
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二種指定接続会計の制定 ②

２．概要

具体的には、電気通信事業会計で作成している貸借対照表、

損益計算書等の財務諸表に加えて、（略）移動電気通信役務

損益明細表をベースとして、接続料算定上の配賦の出発台と

なる会計書類を作成させることが適当である。当該会計書類

においては、音声通話サービスとデータ通信サービスごとに

、営業収益・営業費用・営業利益を明らかにするとともに、

営業費用については、電気通信事業会計の勘定科目（営業費

、施設保全費、減価償却費等）に分けて整理することが適当

である。

「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について 答申」
（平成21年10月16日 情報通信審議会）

移動電気通信役務損益明細表

【参考：電気通信事業会計 様式16】

二種指定事業者に対する新たな会計制度については、所要の制度整備を行った上で、2010年度会計

から作成・公表することが必要であり、（略）。

３．スケジュール

本年12月に情報通信行政・郵政行政審議会への諮問を行い、パブリックコメント及び調査審議を経

て、2010年度中の公布・施行を予定。
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（３） 紛争処理機能の拡充 ①
（電気通信事業者間の鉄塔等の共用に関する紛争処理等）

４．答申の実施状況 （各論）



（例）

共用に係る対価

建替えに係る費用負担

使用期間

保守管理方法

混信防止のための技術
的条件

等に関する協議の不調

鉄塔等の共用を巡る紛争について

【現状】
例えば、周波数の割当てを受けた移動体通信事業者が自らのネットワークを整備するに当たり、鉄塔等の建設に

適した物理的スペースの限定や景観条例による建築制限等によって、当該事業者が自ら鉄塔等を設置しようとして
もできない場合が多数発生

→ 他の電気通信事業者が設置した鉄塔等につき、費用分担や技術的な条件の問題等から共用を巡る紛争が増加

【事業法の改正の内容】

現在、電気通信設備については、その共用に関し、電気通信事業者間の協議が不調の場合等に、総務大臣の協議
命令・裁定及び電気通信事業紛争処理委員会のあっせん・仲裁の対象となっているが、鉄塔等は電気通信設備に該
当しないため、当該協議命令・裁定及びあっせん・仲裁を利用できない状況

→ 電気通信事業者間における鉄塔等の共用を巡る紛争を、総務大臣の協議命令・裁定及び紛争処理委員会の
あっせん・仲裁の対象とする

【紛争の具体例】

Ａ社設置のアンテナ：高さ４０Ｍ

Ｂ社設置のアンテナ：高さ３０Ｍ

Ｃ社設置のアンテナ：高さ２０Ｍ

Ａ社設置の鉄塔

自然公園法及び県自然公園条例により高さに制限のある国立公
園内に設置

Ａ社設置の鉄塔に、共用の協定 に基づき、Ｂ社及びＣ社が自
社のアンテナを共架

合意に至らない
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アングルトラス型 シリンダー型 パンザ コンクリート柱

【搭載できるアンテナ数等】
アンテナ搭載：3～6基、マイクロ波アン
テナ：0.9ｍΦ×2基が限度。（風圧、地
質条件によって搭載数は異なる。）

【搭載できるアンテナ数等】
アンテナ搭載：2～3基、マイクロ波アン
テナ：0.9ｍΦ×1基が限度。（風圧、地
質条件によって搭載数は異なる。）

【搭載できるアンテナ数等】
アンテナ搭載：1～2基が限度。（風圧、
地質条件によって搭載数は異なる。）

【搭載できるアンテナ数等】
アンテナ搭載：1～2基が限度。（風圧、地
質条件によって搭載数は異なる。）

【特徴】

Ｌ型鋼材を組み合わせた四脚型鉄塔。
鋼材の交差組合により耐荷重・耐風圧
等に強い構造。基礎足４本が基本。比
較的広い敷地が必要。
地上高約20～40ｍ

【特徴】
円筒鋼材を接続した鉄塔。

地下埋設物（ＣＲ等）により自重重心を
地面の数十ｃｍ内に設計された鉄塔。

地上高約15~40ｍ

【特徴】

鉄板を円筒状に巻き、それを複数繋げ
た柱。敷地使用面積が小さい。

地上高約10m

【特徴】

コンクリート柱。借地使用面積がパンザ
より更に小さい。

地上高約15～20ｍ

【使用例】

主にエリア展開初期に広範囲をカバー
するために使用。

地権者や近隣住民等の制限が無い場
合などに可能。

コスト高であり、コスト削減の目的から
最近では新たな構築事例は少ない。

【使用例】

エリア充実を目的に小さなエリアを補
完するために使用。

地権者や近隣住民等の制限、景観条
例等をクリアーする場合にも用いる。

コスト高であり、コスト削減の目的から
最近では新たな構築事例は少ない。

【使用例】

エリア充実を目的に小さなエリアを補
完するために使用。

建設コストがアングルトラス型・シリン
ダー型に比べ安価。工期も短い。

【使用例】

エリア充実を目的に小さなエリアを補完
するために使用。

建設コストがアングルトラス型・シリン
ダー型に比べ安価。工期も短い。

【共用、補強の可否】
共用の実績あり。

共用する際、強度が不足する場合は構
造再計算を行い、L型鋼材の部分的な
入替補強により対応可。

【共用、補強の可否】
共用の実績なし。

既設置アンテナ重量を満たす鉄塔を選
定しており、補強には円筒鋼材の交換
が必要なため建替えが必要。

【共用、補強の可否】
共用の実績なし。

既設置アンテナ重量を満たす柱を選
定しており、補強には厚みのある鉄板
への交換が必要なため建替えが必要。

【共用、補強の可否】
共用の実績なし。

既設置アンテナ重量を満たす柱を選定し
ており、補強には太いコンクリート柱への
交換が必要なため、建替えが必要。

（参考） 携帯電話の基地局設置に使用される支持柱について

（ＮＴＴドコモにおける状況について、同社からの情報に基づき作成）
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「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の改正概要

１．経緯と沿革

u 光ファイバ網の整備促進の観点から、電気通信事業法に規定する他人の土地等の使用権に関する協議の認可・裁定の運用
基準として平成１３年に制定。

23

２．改正事項と背景

◆ ガイドラインの対象設備に、携帯電話の基地局を設置する「鉄塔等」を追加（第１条第１項）し、各規定の適用関係を整理（平成22年
4月）。

◆ 鉄塔等を設置する物理的なスペースや景観条例等との関係により、鉄塔等の共用に関するルールを整備するものであり、「電気通信
市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」（平成２１年１０月１６日情報通信審議会答申）でガイドラインの改正につき提
言されている他、関係事業者に対する調査においてもルール化の要望があったもの。

３．主な規定内容の比較

規定事項 電柱・管路等 鉄塔等 備考

対象設備 電柱、管路、とう道、ずい道その他の線路を
設置するために使用することができる設備

鉄塔その他の空中線を設置すること
ができる設備

設備保有者 電気通信事業者、電気事業者、鉄道事業者 電気通信事業者 電気事業者等の鉄塔は、本来的にアン
テナの設置を目的としていないため。

事業者 認定電気通信事業者 同左（ただし、携帯電話の基地局の
設置を目的とするものに限る。）

今回の改正は携帯電話のエリア整備を
目的とするものであるため。

調査回答 原則２ヶ月以内に回答。 同左

貸与拒否事由 空きスペースが無い場合、技術基準に適合し
ない場合等

同左

貸与期間 原則５年 同左

貸与の対価 原価に基づく適切な設備使用料 同左



（４） 紛争処理機能の拡充 ②
（コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者の間の紛争処理）

４．答申の実施状況 （各論）



コンテンツ配信事業者等への紛争処理機能の拡充
■ コンテンツ配信事業、通信プラットフォーム事業は、電気通信事業法の適用除外（一部規定は適用）の電気通信事業に該当

（≠電気通信事業者）。

■ 当該事業を営む者の電気通信市場における重要性の高まりを受け、接続ルール答申において、紛争処理委員会の紛争処理対
象範囲をコンテンツ配信事業者や通信プラットフォーム事業者（電気通信事業を営んでいるものの、電気通信事業法の適用除外と
されている者）まで拡大することが適当と整理されたところ。

非電気通信事業電気通信事業

① ②以外の事業

（携帯電話事業、FTTH事業等）

② 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電

気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線
設備を設置することなく提供する電気通信事業

（例）コンテンツ
配信事業者

電気通信回線設備は設置
せず、コンテンツ配信サー
バのみを設置して、自己と
他人の間の通信を実施

コンテンツ配信

電気通信事業法
の適用

■ 電気通信事業の登録・届出が必要

■ 通信の秘密、検閲の禁止

■ 接続ルールの適用あり 等

紛争処理機能

電気通信事業者に該当 電気通信事業者に該当しない 電気通信事業者に該当しない

■ 総務大臣の協議命令・裁定

■ 紛争処理委員会のあっせん・仲裁
等

なし

■ 通信の秘密

■ 検閲の禁止

■ 禁止行為等規定適用事業者（ＮＴＴ東西・ドコモ）による業
務への不当な規律・干渉が禁止（保護対象）

①を営む者 ②を営む者

■ 電気通信事業

電気通信役務（電気通信設備を用いて

他人の通信を媒介し、その他電気通信設

備を他人の用に供することをいう。）を他

人の需要に応ずるために提供する事業

現在は、電気通信事業者間の紛争のみを対象

電気通信事業法を改正し、

コンテンツ配信事業者等

と電気通信事業者との間

の紛争事案も対象に拡充。
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コンテンツ配信事業者と電気通信事業者との間の紛争について

【現状】
電気通信回線設備を設置せず配信サーバのみを設置して動画、音楽、ゲーム等の多様なコンテンツを利用者に

対し提供する事業者（コンテンツ配信事業者）は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者から電気通信役
務の提供を受け、利用者に対してサービス提供を行う

→ 当該電気通信役務提供の料金等を巡り、コンテンツ配信事業者と電気通信事業者との間で紛争が増加

【事業法改正の内容】

コンテンツ配信事業者は電気通信事業者に該当しないことから、現行の電気通信事業紛争処理委員会のあっせん・
仲裁手続を利用できない状況

→ コンテンツ配信事業者と電気通信事業者との間における電気通信役務の提供に係る紛争をあっせん・仲裁の
対象とする

電気通信事業者
（例：携帯事業者）

コンテンツ
配信事業者

● コンテンツ配信事業者が、電気通信事業者から提
供される電気通信役務に基づき、利用者に対して
サービス提供を行うための契約

【主な契約内容】
・ 提供する電気通信役務の内容、料金
・ 技術的条件（コンテンツ配信事業者側の設置す
る機器等）

・ 各種サービスに関する責任に関する事項（対利
用者含む）

電気通信役務の提供

【紛争の具体例】

合意に至らない

情報サービス提供者契約
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参考資料 （接続ルールの概要等）



（参考１） 電気通信分野における接続ルールについて

■ 市場支配力のある事業者（※）は、そのネットワークの貸出料（接続料）や貸出しの条件（接続条件）について総務大臣の認可・届出が必要。

※ ＮＴＴ東西、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ 等

ソフトバンクモバイルの

携帯電話網

ＮＴＴドコモの

携帯電話網

ソフトバンク
モバイル
ユーザＡ

ＮＴＴドコモ
ユーザＢ

携帯電話の例

ＡからＢの通信の場合、ソフトバンクモバイルは、ＮＴＴドコモの携帯電話網の賃借料（接続料）を支払うことが必要

■ 接続ルールの概要

ＫＤＤＩの固定

ブロードバンド網

ＮＴＴ東西の固定

ブロードバンド網

ＫＤＤＩ
ユーザＡ

ＮＴＴ東西
ユーザＢ

固定ブロードバンドの例

ＡからＢの通信の場合、ＫＤＤＩは、ＮＴＴ東西の固定ブロードバンド網の賃借料（接続料）を支払うことが必要

接 続

接 続

接続料

接続料

接続料・接続条件について総務大臣届出

接続料・接続条件について総務大臣認可



■ 営業費などは、基本的に設備コストと無関係であり、接続料原
価には算入しない

■ これを担保するため、接続会計の整理を義務付け

業務区域ごとに
25％超のシェアを占める端末設備を有すること

都道府県ごとに
50％超のシェアを占める加入者回線を有すること

（参考２） 指定電気通信設備制度の現行の枠組み （接続ルール関連）

第一種指定電気通信設備制度（固定系） 第二種指定電気通信設備制度（移動系）

ＮＴＴ東西を指定（９８年） ＮＴＴドコモ（０２年）、ＫＤＤＩ（０５年）・沖縄セルラー（０２年）を指定

加入者回線及びこれと一体として設置される電気通信設備で
あって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上
及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない
電気通信設備

基地局回線及び移動体通信役務を提供するために設置される
電気通信設備であって、他の電気通信事業者との適正かつ円
滑な接続を確保すべき電気通信設備

電気通信事業法における
接続料算定に係る規定

接続料設定の対象機能
（アンバンドル機能）

接続料原価の算定方法

「適正な原価」の考え方
と規制会計との関係

■ 総務省令で定める機能ごとの接続料が適正かつ明確に定め
られていること（電気通信事業法§33Ⅳ ①ロ）

■ 接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定する
ものとして総務省令で定める方法により算定された原価に照ら
し公正妥当なものであること（電気通信事業法§33Ⅳ②）

【接続約款の認可基準】

能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたも
のを超えるものであるとき（§34Ⅲ④）

【接続約款の変更命令の発動要件】

接続料規則で個別に規定 省令上等の定めなし

個別機能（３９機能）を規定（§4）

■ 実績原価方式（ドライカッパ、ラインシェアリング、専用線等）

■ 将来原価方式(※1)（加入光ファイバ等）

■ 長期増分費用方式方式(※2)（固定電話等） 等

設備コストがベース → 規制会計で担保

指定要件

指定対象設備

省令上等の定めなし → 規制会計は整理不要

接続料規則で機能ごとに規定 省令上等の定めなし

※
（※1） 将来の一定期間における費用と需要を予測して接続料を算定する方式

（※2） 最新の技術により最も効率的に仮想的に構築するモデルを用いて接続料を算定する方式



（参考3） 電気通信事業紛争処理委員会等の紛争処理機能

■ 紛争処理の仕組み

紛争当事者

電気通信
事業者

電気通信
事業者

総務大臣

協議開始命令

裁定

紛争処理委員会

あっせん

仲裁

答申

申請

申立て・申請

諮問

■ 紛争処理の対象内容

電気通信事業者間の紛争を対象

総務大臣

協議開始命令 裁定

○ ○

○ ○

○ ○

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ ○

① 電気通信設備の接続

② 電気通信設備の共用

③ 卸電気通信役務の提供

④ 接続用の電気通信設備の設置・保守

⑤ 接続用の土地・工作物の利用

⑥ 接続用の情報の提供

⑦ 電気通信役務提供に関する業務の委託

⑧ 電気通信役務提供のための設備の利用

⑨ 電気通信役務提供のための設備の運用

⑩ 他人の土地・工作物の使用

電気通信事業紛争処理委員会

あっせん 仲裁

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

－ －

登録・届出不要
の電気通信

事業を営む者

登録・届出不要
の電気通信

事業を営む者

××
×

※

■ 共用
人工衛星のトランスポンダ

（電波中継器）等の電気通
信設備を共同使用又は共有
することにより使用すること

※


