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＊江戸川大学社会学部教授

〈査読付現況論文〉

FTTHの普及とNTT東日本の総費用関数の変化

Ⅰ．検討の背景と仮説

本稿では、わが国の通信市場の現状や通信業
の産業組織論的な特徴を踏まえ、FTTH（Fiber 
To The Home 加入者光ファイバ回線）の進展に
あたってどのような政策を選択することが適当
であるのかの議論の前提となる市場特性の検討
を行う。そのために、背景として現実の世界で
起こっている FTTH の費用構造の分析と、通信
事業会社の事業構造の変化といった現実の変化
を踏まえながら、FTTH の提供事業者である東
日本電信電話株式会社（以下「NTT 東日本」と
いう）の総費用関数を FTTH の普及前後で推定・
比較し、費用効率の側面から FTTH の普及のイ
ンパクトを定量的に検討する。

本稿での仮説を「FTTH の普及後において
NTT 東日本の総費用関数は、加入電話だけで
なく FTTH からも顕著に影響を受けるように変
化する」と置き、FTTH（フレッツ光）の普及前

後で産出物の異なる 2 つの総費用関数を比較す
ることでこれを検証したい。

その第 1 の理由は、NTT 東日本における
FTTH の契約数は 2010 年 3 月の段階では 917.2

万契約となったが、加入電話の契約数は 1639

万と大きいため、それぞれが NTT 東日本の主
要な産出物であり、産出物が総費用関数に与え
る影響を定量的に分析することにより、供給側
の市場特性を検討することができるからである。

第 2 の理由は、費用最小化と利潤最大化問題
が理論的に双対であることによる。理論上、利
潤を最大化する最適生産量は費用を最小化して
達成される生産量と一致するため、通信業の利
潤は総費用関数からも推定することが可能であ
る。また、生産関数の推定に必要なデータが困
難であるのに対して、契約数や費用などのデー
タは比較的容易に集めることができる点が大き
い。このため、通信業の実証分析にとどまら
ず、他の産業の実証分析でも広く一般的に分析

わが国の通信市場における FTTH（加入者光ファイバ回線）の提供事業者である東日本電信電話株式会社（NTT
東日本）が公開している財務諸表および提供するサービスの契約数からデータを抽出し、2財産出モデルのトラ
ンスログ型総費用関数を用いてNTT東日本の総費用関数をFTTHの普及の前後で推計して比較を行った。その結
果、FTTHが普及する前の時期の推計では生産物のうち加入電話の契約数の増加のみが総費用を増加させていた
が、FTTHが普及した後の時期の推計では加入電話の契約数だけでなく、FTTHの契約数が総費用を増加させる
ように変化していると推定された。資本価格は、どちらの推計でも総費用を増加させていた。通信事業会社にお
ける提供サービスの変化が総費用関数に与える影響を定量的に分析することにより、通信市場の供給側の市場特
性を検討するとともに、費用効率の側面から FTTHの普及のインパクトを定量的に検討した。

髙野　直樹＊
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手法として総費用関数の推定が採用されている。
総 費 用 関 数 の 推 定 に あ た っ て は、 橘 木

（1994）、中島・八田（1993）、Oniki et al.（1994）、
浅井・中村（1997）、浅井・根本ら（1998）の先
行研究にならい、Y（産出物）≠ 0 を前提とする
トランスログ型総費用関数で推定する。トラン
スログ型関数は、その特殊型としてコブ・ダグ
ラス型などを含む、一般的な関数形である。ト
ランスログ型総用関数の特徴は、生産要素間の
代替の弾力性および価格弾力性が制約されるこ
となく、フレキシブルな関数であることである。

本稿では NTT 東日本を分析対象とするが、
その理由は（1）我が国では FTTH の提供が NTT

東日本で広く行われていること、（2）NTT 東日
本では積極的な IR1 活動を通じて財務状況や
サービスの契約数等の開示が広く行われている
ことからである。

Ⅱ．FTTHの費用構造

近年の IP 技術の進展により、加入電話から
IP 2 網への移行が進行する中で、FTTH はわが
国の基幹的な通信網になることが想定される。
NTT 東日本の FTTH は「IP 通信網」と「LAN 型
通信網（イーサネット）」の 2 つのネットワーク
から構成されている。

表 1 は FTTH のサービスと主な設備を示して
いる。IP 通信網は、契約者を収容する収容
ルータ、中継ルータ、ルータ間を結ぶ中継回
線、伝送装置、帯域制御等を行う SIP 3 サーバ
などから構成され、フレッツ・サービスと IP 電
話サービスを提供している。フレッツ・サービ
スは、地域 IP 網で提供しているブロードバン
ド・サービスやコンテンツ配信向けサービスに
加えて、IPv6 によるユニキャスト通信や地上
デジタル放送の再送信向けマルチキャスト通信
等を提供する。IP 電話サービスは、ひかり電
話網で提供している標準品質の電話サービスを
提供するものである。LAN 型通信網は、収容
スイッチ、中継スイッチ、およびスイッチ間を
つなぐ中継回線から構成される。 現行のイーサ
網と同様に最大 1Gbps のイーサネットサービス
を提供する。LAN 型通信網へのアクセス回線
は光ファイバのみであり、IP 通信網と同様に
LAN 型通信網の収容スイッチに収容されるの
はイーサネットサービスが提供されている新規
のユーザである。既存のイーサネットユーザが
LAN 型通信網を利用するには LAN 型通信網の
収容スイッチに回線の収容替えを行う必要があ
る。

FTTH の設備別原価は表 2 のように示されて
いる。契約者を収容局で収容する収容ルータが

表 1　FTTH のサービスと設備

種類 提供サービス 主な設備

IP 通信網 フレッツ光
収容ルータ、中継ルータ、中継回線、伝送装置、SIP サーバ

IP 電話

LAN 型通信網 イーサネット 収容スイッチ、中継スイッチ、中継回線

表 2　FTTH の設備別原価 （百万円）

収容ルータ 中継ルータ SIP サーバ GW4 ルータ メディア GW

17,738 14,855 7,432 53 1,694

収容ルータ（SNI5） 網終端装置（VPN6） 網接続装置（ISP7） 伝送路 合計

384 1,822 8,521 11,096 66,410
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最も大きなコストを占め、ついで収容局から他
の収容局に中継する中継ルータに大きなコスト
がかかっている。ルータ全体が FTTH の原価に
占める割合は 49.7% である。

市販のルータのポート帯域とポート単価から
関係式を推定したものとしては NTT 東日本『網
使用料算定根拠』（2011 年 1 月 25 日）があり、
表 3 および図 1 のように計算されている。モデ
ルはシスコシステムズ社のルータ装置「Cisco 
7604」（2005 年発売開始）で、冗長化構成を取
ることができ、かつ 10Gbps のポートを搭載可
能で、通信事業者や一般企業向けに広く使われ
ていることからこの機種が選定されている。販
売価格はシスコシステムズ製品の国内の大手代
理店が公開している価格表に基づいている。

帯域とポートあたり価格の関係から関係式を
推定すると、y=83.426×0.43396 となり、帯域 10

倍ごとにコストは約 2.7 倍という費用逓減型の
コスト構造となる。ルータは技術的な進歩が早
く、交換される間隔が短いと推測されるので、
費用逓減的なコスト構造はさらに強まると考え
られる。

フレッツ光は地域 IP 網で成り立っており、
収容ルータ、中継ルータ、伝送路等で構成され
ている。通信向けのコンピューター（ルータと
サーバー）とソフトウェアが設備の中心となる
ため費用逓減型のコスト構造をもつと推測でき
る。ただし、フレッツ光のコスト構造の中には
光ファイバで構成される加入者線光設備は含ま
れていない（NTT 東日本「網使用料算定根拠」
2011.1.25 より抜粋）。

Ⅲ．総費用関数の定式化

公益事業の総費用関数に最も汎用的に利用さ
れているフレキシブル関数である 2 財産出の
ケースのトランスログ型総費用関数によって、
異なる期間の NTT 東日本の総費用関数の推定
を試み、比較対照することで FTTH が供給側で
ある通信事業会社に与える影響を考察する。

具体的には、第 1 に FTTH が普及する前の
NTT 東日本の総費用関数について、産出物を
①加入電話の契約数と、②フレッツ光の契約数
として推計する。

第 2 に、FTTH が普及し始めた後の NTT 東日
本の総費用関数についても同様に、産出物を①
加入電話の契約数と②フレッツ光として推計
し、比較対照を行う。

2009年度のNTT東日本のサービス別収益 8を
見ると、フレッツ光収益（3476 億円）が NTT

東日本全体の総収益（19286 億円）に占める割
合は 18.0%、加入電話の基本料と通話料の合計
が 6470 億円（33.5%）、NTT 東日本の加入電話
へ接続するために他社が支払う加入電話の相互
接続料が 1011 億円（5.2%）であり、加入電話と
FTTH の 2 財が収益額ベースで NTT 東日本の産
出物に占める割合は合計で 56.7% である。残り
の収益は、附帯営業収益（SI 等）1382 億円

（7.2%）、フレッツ・ADSL が 651 億円（3.4%）、
高速デジタル伝送サービスが 336 億円（1.7%）、
一般専用サービスが 230 億円（1.2%）、電報が
206 億円（1.1%）、フレッツ・ISDN が 44 億円

（0.2%）などとなっている。

図 1　ルータの帯域とポートあたり価格
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表 3　ルータの帯域とポートあたりの価格

ポート帯域（Mbps） 比率 ポート単価（円） 比率

100 1 591,646 1

1,000 10 1,809,313 3.1

10,000 100 4,365,000 7.4
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なお、その 5 年前の 2004 年度の NTT 東日本
の営業収益は 21809 億円であり、サービス別収
益では加入電話の基本料と通話料の合計が
10940 億円（50.1%）、加入電話の相互接続料が
2151億円（9.9%）、フレッツ光が407億円（1.9%）
であり、加入電話と FTTH の 2 財が収益額ベー
スで NTT 東日本の産出物に占める割合は 61.9%
であった。

さて、総費用を TC、生産要素を労働価格 PL

（実質 1 人あたり人件費）、資本価格（実質減価
償却費率）PK とし、産出物 Y1 と Y2 とすると、
総費用関数 9 は、次のように表される。

 TC= f （PL, PK, Y1, Y2）

要素価格に関する一次同次および対称性の制
約を課し、対数の 2 次の項までのテーラー近似
をとると、トランスログ型総費用関数は次のよ
うに表される。

�

lnTC =a0 +aY1 lnY1+aY 2 lnY2 +aL lnPL +aK lnPK

+ 1
2
bY1Y1 lnY1( )2 +bY1Y 2 lnY1 lnY2

+ 1
2
bY 2Y 2 lnY2( )2 + 12cLL lnPL( )2

+cLK lnPL lnPK +
1
2
cKK lnPK( )2

+dLY1 lnPL lnY1+dLY 2 lnPL lnY2
+dKY1 lnPK lnY1+dKY 2 lnPK lnY2

Ⅳ．第1の推計のデータ・セット

第 1 の総費用関数の推定期間はフレッツ光の
普及が大きく拡大した 2003 年第 3 四半期から
2008 年第 3 四半期の 21 期とした。データが欠
損している場合は、前後の期の中間値をとった。

・生産要素価格 : PL: 労働価格、PK: 資本価格
PL=1 人あたり人件費 4 ÷国内企業物価指数
1人あたり人件費 = 四半期ごとの人件費額10 
 ÷四半期末従業員数

人件費と従業員数はともに NTT 東日本の決
算報告書・決算短信から抽出した。日本銀行の
国内企業物価指数によって実質化した。

PK
11= 減価償却費率 12÷国内企業物価指数

 減価償却費率 = 四半期ごとの減価償却費 
 ÷期首の電気通信固定資産

減価償却費および電気通信固定資産は、とも
に NTT 東日本の決算報告書・決算短信から抽出
した。日本銀行の国内企業物価指数によって実
質化した。

・産出物：Y1, Y2

産出物 Y1 を加入電話の契約数とする。

表 4　人件費と従業員数

2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度

人件費（百万円） 163,300 123,400 109,900 116,000 127,400

従業員数（年度末・人） 8,150 6,500 5,850 5,750 5,850

PL：�実質 1 人あたり 
人件費（百万円） 15.855 16.932 17.165 18.592 21.399

表 5　人件費と従業員数の基本統計量（2005‒2009 年度・四半期）

平均 中央値 最小値 最大値 データ数

人件費（百万円） 32,000 30,800 43,400 26,900 20

従業員数（年度末・人） 7,046 6,093 5,750 12,687 20
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産出物 Y2 をフレッツ光の契約数とする。

フレッツ光の契約数は NTT 東日本『ニュース
リリース』（2010.8.23）13 と NTT 東日本『平成 
21 年度（第 11 期）決算について』8 から抽出し
た。加入電話の契約数は『平成 21 年度電気通信
役務契約等状況報告』14 等から抽出した。

表 8 は加入電話とフレッツ光の年度末ごとの
各契約数を示している。加入電話は毎期 10%
程度の純減が続いており、今後の予想でも減少
が続く。これは主としてひかり電話などの IP

電話や携帯電話に代替されているからである。
NTT 東日本・西日本合計でも減少傾向は鮮明で
あり、2 社合計で 2004 年に 5961 万契約だった
加入電話は 2019 年 3 月には 1636 万と約 72% 減
少している。今後、どこまで減少するかは不明
であるが、一定数のユーザは残るものと考えら

れる。NTT 東日本・西日本は、2020 年頃から加
入電話を IP 網へ移行させ、2025 年頃に移行を
完了させることを予定している（東日本電信電
話・西日本電信電話（2010））。

・総費用：TC

電気通信事業営業損益の営業費用の合計であ
り、表 10 で示す。電気通信事業営業損益に
は、音声伝送、データ伝送、専用線、電報等の
電気通信事業の損益が含まれる。通信機器の販
売、受託業務、コンサルティング等の附帯事業
営業損益の営業費用は含まれていない。NTT

東日本の『平成 21 年度（第 11 期）決算につい
て』等から抽出した。

表 6　減価償却費と電気通信固定資産

（百万円） 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度

減価償却費 446,314 412,507 418,168 411,933 396,156

電気通信固定資産（期首） 3,167,431 3,073,880 3,058,183 3,024,150 2,944,272

表 7　減価償却費と電気通信固定資産の基本統計量（2005-2009 年度・四半期）

平均 中央値 最小値 最大値 データ数

減価償却費 104,253.9 103,126.8 99,039.9 111,578.5 20

電気通信固定資産（期首） 3,009,324.4 3,024,150.0 2,944,272.0 3,073,880.0 20

表 8　各サービスの契約数

（契約） 2006 年 3 月 2007 年 3 月 2008 年 3 月 2009 年 3 月 2010 年 3 月

加入電話 23,109,000 21,392,097 19,565,734 17,982,574 16,339,679

フレッツ光 1,889,000 3,339,000 4,963,000 6,291,000 7,623,000

表 9　各サービスの契約数の基本統計量（2005-2009 年度・四半期）

平均 中央値 最小値 最大値 データ数

加入電話 20,467,071 20,479,842 16,393,679 24,471,000 20

フレッツ光 4,060,450 4,398,250 1,093,000 6,04,000 20
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Ⅴ．第1の推計の推計結果

第 1 の推計である、推定期間が 2003 年第 3 四
半期から 2008 年第 3 四半期の、産出物 Y1 が加
入電話の契約数、産出物 Y2 がフレッツ光の契
約数の合計である場合の推定結果を表 11 に示
す。

lnY1（加入電話の契約数）にかかるパラメーター
aY1 は負に有意（5% 水準）であるが、（lnY1）2 に
かかるパラメーター bY1Y 1 は正に有意（10% 水

準）である。加入電話の契約数は、2003 年第 3

四半期に 25,232,787 契約、2008 年第 3 四半期に
18,378,364 契約であるから、下に凸の 2 次関数
の極値の右側にある。そのため、推定期間のい
ずれの時期においても加入電話 Y1 は TC を増加
させていることがわかる。

もう 1 つの産出物であるフレッツ光に関して
は、1 次項（aY 2）・2 次項（bY 2Y 2）ともに有意で
はなく、フレッツ光の契約数の増減は総費用関
数には影響を与えるとも与えないともいえない。

表 10　電気通信事業営業損益の営業費用

（百万円） 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度

電気通信事業営業損益の
営業費用：TC 1,898,156 1,846,447 1,827,280 1,789,250 1,746,500

（主な内訳） 営業費 496,855 510,438 511,430 493,199 482,563

施設保全費 490,717 481,998 470,589 455,647 438,855

減価償却費 446,314 412,507 418,168 411,933 396,156

管理費 127,402 117,226 109,778 112,595 116,735

共通費 109,950 101,707 95,845 95,863 94,395

（参考） 人件費 163,300 123,400 109,900 116,000 127,400

表 11　推定結果（2003 年 Q3〜2008 年 Q3）

パラメーター 項 推定値 標準誤差 t 値 p 値
a0 定数項 9213.398 3319.319 2.775689 0.0322

aY1 lnY1 –864.965 344.1937 –2.51302 0.0457

aY2 lnY2 –15.4378 34.25626 –0.45066 0.6681

aL lnPL –757.232 160.3387 –4.7227 0.0032

aK lnPK 719.048 352.2257 2.041441 0.0873

bY1Y1 （lnY1）2 40.57943 17.97959 2.256972 0.0648

bY1Y2 lnY1  lnY2 1.034133 1.738157 0.594959 0.5736

bY2Y2 （lnY2）2 0.073233 0.135699 0.539672 0.6089

cLL （lnPL）2 4.570406 1.827876 2.500392 0.0465

cLK lnPL  lnPK –31.1273 7.073917 -4.40029 0.0046

cKK （lnPK）2 44.6039 45.52547 0.979757 0.3650

dLY1 lnPL  lnY1 36.83559 7.921001 4.65037 0.0035

dLY2 lnPL  lnY2 1.539516 0.568252 2.709212 0.0351

dKY1 lnPK  lnY1 –32.3211 13.09189 –2.46879 0.0485

dKY2 lnPK  lnY2 1.62473 1.305577 1.244454 0.2597

修正済み決定係数 0.959277

対数尤度 70.13620
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lnPL（労働価格）にかかるパラメーター aL は
負に有意（1% 水準）であるが、2 次項である

（lnPL）2 のパラメーター cLL は正に有意（5% 水
準）である。推定期間（2003Q3〜2008Q3）内の
実質 1 人あたり人件費（年）は 1502〜1956 万円
なので下に凸の 2 次曲線の極値の左側にあるこ
とになり、PL（実質 1 人あたり人件費）は総費
用を減少させることになる。

以上のように、この期間の NTT 東日本の総
費用関数は、産出物としての加入電話の契約
数、生産要素価格としての労働価格（実質 1 人
あたり人件費）と資本価格（実質減価償却費率）
によって説明できることがわかる。

交差項である lnPL と lnY1 のパラメーターcLY1

は正に有意（1% 水準）であり、加入電話の契
約数が TC に与える影響は、労働価格（実質 1

人あたり人件費）が大きいほど強くなることを
示している。同様に、交差項である lnPL と lnY2

のパラメーター dLY2 も正に有意（5% 水準）で
あり、フレッツ光の契約数が TC に与える影響
は、労働価格（実質 1 人あたり人件費）が大き
いほど強くなることを示している。

Ⅵ．第2の推計のデータ・セット

第2の総費用関数の推計の推定期間は2005年
第 2 四半期から 2009 年第 4 四半期の 19 期とし
た。データが欠損している場合は、前後の期の
中間値をとった。生産要素価格ならびに産出物
の定義と計算方法は、第1の推計と同じである。

なお、加入電話の契約数は『平成 21 年度電気
通信役務契約等状況報告』等から抽出した。フ
レッツ光の契約数は NTT 東日本『ニュースリ
リース』（2010.8.23）と NTT 東日本『平成 21 年
度（第 11 期）決算について』から抽出した。

Ⅶ．第2の推計の推計結果

産出物 Y1 が加入電話の契約数、産出物 Y2 が
フレッツ光の契約数である場合の推定結果を表
12 に示す。

産出物であるフレッツ光の契約数の 1 次項
lnY2 にかかるパラメーターaY2 は正に有意（10%
水準）であるが、フレッツ光の契約数の 2 次項

（lnY2）2 にかかるパラメーター bY2Y2 は負に有意
（10% 水準）である。フレッツ光の契約数が一
定数までは総費用を増加させることを示してい
る。bY2Y2 を 2 次項の係数、aY2 を 1 次項の係数
とした 2 次関数であるとすると、極値は次のよ
うに求められる。

� f x( ) = βY 2Y 2x
2 +αY 2x + c

f ′ x( ) = 2βY 2Y 2x +αY 2 = 0

x = −
αY 2

2βY 2Y 2
= − 123.8608
2× (−2.80774)

= 22.0570

loge y = 22.0570

y = e22.0570 = 3,795,188,814

フレッツ光の契約数は、いずれの期間におい
ても極値である37.9億よりも低いので、上に凸
の 2 次関数の極値の左側にあることになり、フ
レッツ光の契約数の合計 Y2 は TC を増加させ、
しかも費用逓減であることがわかる。これは処
理能力の向上とともに費用逓減の性格をもつ
ルータが設備の大半を占めるフレッツ光の費用
構造分析とも合致する。

加入電話（lnY1）にかかるパラメーター aY1 は
負に有意（5% 水準）、（lnY1）2 にかかるパラメー
ター bY1Y1 はわずかに 10% 水準を下回るが正の
方向である。加入電話の契約数は、推定期間の
いずれの時期においても極値である 177.8 万契
約より多いため、下に凸の 2 次関数の極値の右
側にあることになり、加入電話 Y1 は総費用を
増加させていることがわかる。

労働価格である lnPL にかかるパラメーター
aL は負に有意（5% 水準）であるが、（lnPL）2 の
パラメーター cLL は正に有意（5% 水準）であ
る。推定期間（2005Q2〜2009Q4）内の実質 1 人
あたり人件費（年）1585〜2139 万円なので下に
凸の 2 次曲線の極値の左側にあることになるの
で、PL（実質 1 人あたり人件費）は総費用を減
少させることになる。

資本価格（実質減価償却費率）である lnPK の
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パラメーター cLL は正に有意（1% 水準）であ
り、資本価格（実質減価償却費率）の上昇は総
費用を増加させることが示されている。

Ⅷ．推計結果の比較と理論的根拠

第 1 の推計と第 2 の推計を比較すると、表 13

のように整理できる。有意性の * は 10% 水準、
** は 5% 水準、*** は 1% 水準を示す。第 1 の推
計・第 2 推計とも Y1 は加入電話の契約数、Y2 は
フレッツ光の契約数である。PL は実質 1 人あた
り人件費、PK は実質減価償却費率である。

第 1 の推計と第 2 の推計を比較すると、次の
ようになる。

・産出物では、第 1 の推計では加入電話の契
約数の増加のみが総費用を増加させてい
る。第 2 の推計では有意性はやや劣るが加
入電話が総費用を増加させるとともに、フ
レッツ光の契約数の合計が総費用を増加さ

せている。
・生産要素価格のうち労働価格（実質 1 人あ

たり人件費）は、第 1 の推計でも第 2 の推
計でも総費用を減少させている。

・資本価格（実質減価償却費率）は、第 1 の
推計でも第 2 の推計でも総費用を増加させ
ている。

これらの結果が導かれた理論的根拠として
は、第 1 に加入電話の契約数の減少とともにフ
レッツ光の契約数が増加し、フレッツ光の契約
数が NTT 東日本の総費用関数に影響を与える
ように変化したことが考えられる。現実には時
間の経過とともに加入電話は減少し、フレッツ
光は増加していることから、今後、この傾向は
ますます顕著に表れてくると考えられる。

第 2 に、第 2 の推計においてフレッツ光の契
約数（Y2）において、費用逓減的になる理由と
して考えられるのは、フレッツ光の設備のうち
金額ベースで 49.7% がルータであり、ルータは

表 12　推定結果（2005Q2〜2009Q4）

パラメーター 項 推定値 標準誤差 t 値 p 値

a0 定数項 7492.182 1958.931 3.824627 0.0187

aY1 lnY1 –579.928 192.1079 –3.01876 0.0392

aY2 lnY2 123.8608 50.00568 2.476934 0.0684

aL lnPL –751.08 124.9741 –6.00988 0.0039

aK lnPK 1753.74 232.2846 7.549964 0.0016

bY1Y1 （lnY1）2 20.14869 9.669259 2.083789 0.1056

bY1Y2 lnY1  lnY2 –8.14128 2.810395 –2.89685 0.0443

bY2Y2 （lnY2）2 –2.80774 0.731146 –3.84019 0.0185

cLL （lnPL）2 29.68783 4.496345 6.602659 0.0027

cLK lnPL  lnPK –20.3997 7.235183 –2.81952 0.0479

cKK （lnPK）2 –15.0791 18.40095 –0.81948 0.4585

dLY1 lnPL  lnY1 36.4717 6.344601 5.748462 0.0045

dLY2 lnPL  lnY2 1.502496 1.200974 1.251065 0.2791

dKY1 lnPK  lnY1 –91.2311 12.72833 –7.16756 0.0020

dKY2 lnPK  lnY2 –15.7782 3.591631 –4.39306 0.0118

修正済み決定係数   0.990272

対数尤度   80.86668
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費用逓減型のコスト構造をもつからであると推
定できる。フレッツ光の契約数が増加するとと
もに、高価で小容量のルータが安価で大容量な
ルータに代替されることによって減価償却費が
減少し、むしろ総費用を逓減させる方向に効い
てくると考えられる。

第 3 に、通常の費用関数と異なり、労働価格
（実質 1 人あたり人件費）の増加が総費用を減少
させる理由としては、NTT 東日本におけるフ
ロント業務を中心とした業務委託化の進展が考
えられる。その構造としては 2 段階あり、第 1

段階として、NTT 東日本ではトレンド的に子
会社へフロント業務（注文受付、設備オペレー
ション、法人営業、設備保守・運営・故障修理
等）を業務委託しているため、人件費が減少
し、業務委託費が増加するが、同程度に期待し
要求する程度の業務であれば業務委託費の方が
人件費よりも安いので総費用は減少する。

第 2 段階として、NTT 東日本本体には企画・
戦略、設備構築・管理、サービス開発、法人営
業等が残るため、労務費が高い管理職等の割合
が高くなり、PL（実質 1 人あたり人件費）は増
加するが、これらの業務の一部を切り出して業
務委託にすることによって、さらに人件費が減
少し、業務委託費が増える。このような 2 段階
のプロセスを経て、NTT 東日本の PL（実質 1 人
あたり人件費）は増加するが、人件費額の減少
額は業務委託費の増加額を上回るので、総費用
を減少させるようになると考えられる。

Ⅸ．まとめと課題

本稿では、わが国の通信業における規制と競
争の経緯と現状をサーベイするとともに、NTT

東日本が公開している財務諸表および契約数か
らデータを抽出し、2 財産出モデルのトランス
ログ型総費用関数を用いて NTT 東日本の総費
用関数を 2 つ推計して比較を行った。

総費用関数の推定を行うにあたり、総費用
（TC）を NTT 東日本全体の営業費用、生産要素
のうち労働価格（PL）を実質 1 人あたり人件費、
資本価格（PK）を実質減価償却費率とおいた。
産出物は、加入電話の契約者数およびフレッツ
光の契約者数とした。

フレッツ光が普及する以前の 2003〜2008 年
の、産出物を①加入電話と②フレッツ光とした
2 財産出モデルの総費用関数の第 1 の推定から
得られる結論は、第 1 に産出物では、加入電話
の契約数の増加が総費用を上昇させること、第
2 に労働価格（実質 1 人あたり人件費）は増加
するが、それはフロント業務一般の業務委託化
によって企画・戦略等の業務に携わる人の実質
1 人あたり人件費が増加するからであり、業務
委託費額は増加するが人件費額がそれ以上に減
少して、総費用を減少させること、第 3 に資本
価格（実質減価償却費率）の上昇は総費用を増
加させることである。

次に、フレッツ光の普及期を含む 2005〜
2009 年の第 2 の総費用関数の推定から得られる
結論は、第 1 にフレッツ光の契約数が総費用を

表 13　推計結果の比較

推計 期間 項 推定 Y1 Y_2 P_L P_K

第 1 2003Q3
〜 2008Q3

1 次項 有意性
推定値

負に有意 **
–864.965

有意でない
–15.4378

負に有意 ***
–757.232

正に有意 *
719.048

2 次項 有意性
推定値

正に有意 *
40.57943

有意でない
0.073233

正に有意 **
4.570406

有意でない
44.6039

第 2

2005Q2
〜 2009Q4 1 次項 有意性

推定値
負に有意 **

–579.928
正に有意 *
123.8608

負に有意 ***
–751.08

正に有意 ***
1753.74

2 次項 有意性
推定値

ほぼ正に有意
20.14869

負に有意 *
–2.80774

正に有意 ***
29.68783

有意でない
–15.0791



─ 50 -

公益事業研究　第 71 巻　第 1 号

増加させ費用逓減的であること、および加入電
話の契約数は総費用を増加させること、第 2 に
労働価格（実質 1 人あたり人件費）は増加する
が、それはフロント業務一般の業務委託化に
よって残った業務における実質 1 人あたり人件
費は増加するためであり、業務委託費額は増加
するが人件費額がそれ以上に減少して、総費用
を減少させること、第 3 に資本価格（実質減価
償却費率）の上昇は、総費用を増加させること
である。そのため、フレッツ光の普及以降に
NTT 東日本の総費用関数が変化したことがわ
かった。

その結果、「FTTH の普及後において NTT 東
日本の総費用関数は加入電話だけでなく、フ
レッツ光からも顕著に影響を受けるように変化
する」とした仮説は正しいと結論づける。

本稿の推定結果、および期を追うごとにフ
レッツ光の契約数が増加し、加入電話の契約数
が減少していることを考えると、 将来、フレッ
ツ光は NTT 東日本の総費用関数にさらに大き
な影響を与える可能性がある。今後、フレッツ
光が加入電話や既存のデータ通信網の代替とな
るといった不連続な変化が幅広い範囲で起こっ
た場合は、再度検証を行なう必要があると考え
られる。

なお、本研究で利用した、開示されている
NTT 東日本の経営情報には連続性などの制約
条件があったため、21 四半期または 19 四半期
というサンプル数が限定された中で総費用関数
の推定を行った。今後の課題として、さらにサ
ンプル数を増やして総費用関数を推定し、より
信頼性を高めることを試みたい。

本稿はテンタティブな研究であるが、本稿の
推定結果を踏まえて、FTTH の発展とともに
データが整備され、規模の経済性・範囲の経済
性の測定による FTTH の自然独占性の実証的計
測を前提した、FTTH の規制および競争政策の
是非を問う議論に発展することが考えられる。
特に、フレッツ光と、これに付随するひかり電
話網は第一種指定電気通信設備として規制を受
けているが、本稿の議論を踏まえて、自然独占

性の必要十分条件である費用の劣加法性を検証
する必要があると考えられる。

注

1  Investor Relations　企業による株主や投資家向けの
広報活動。

2  Internet Protocol　インターネットのデータ伝送に標
準的に利用されている通信手順。

3  Session Initiation Protocol（セッション制御）。2 つ以
上のクライアント間でセッションを確立するための
通信プロトコルで、IP 電話などのセッションの開
始、変更、終了などの操作を行うことができる。

4  Gateway 異なるネットワークを接続する装置。
5  Application Server-Network Interface　 ア プ リ ケ ー

ションを提供するサーバとの接続を行う装置。
6  Virtual Private Network　仮想通信網。
7  Internet Service Provider　インターネット接続業者。
8  NTT 東日本データブック http://www.ntt-east.co.jp/

databook/2010/pdf/2010_03-06.pdf　2010 年 3 月 6 日。
9  NTT 東日本は業務委託費用額を開示していないた

め、総費用関数の生産要素の一部として業務委託費
用を組み入れることは困難であった。

10 人件費に含まれるは正社員のみであり、業務委託
は業務委託費用として別に計上される。NTT 東日本
ではフロント業務一般（注文受付、設備オペレーショ
ン、SOHO 販売、整備保守・運営・故障修理等）を業
務委託化することを継続して行っている。その結
果、NTT 東日本本体には企画・戦略、設備構築・管
理、サービス開発、法人営業等が残されるが、ここ
では管理職等の人件費の高い社員が残る傾向にある
ので、実質 1 人あたり人件費（PL）は増加する。業務
委託費は増加するがそれ以上に人件費が減少し、結
果的に総費用が減少すると考えられる。

11 資本価格は一般的には資本レンタル価格を採用す
ることが多いが、NTT 東日本の有形固定資産および
無形固定資産は、例えば「市内線路設備 834,617 百万
円」「土木設備 580,874 百万円」（NTT 東日本 2018 年
3 月期貸借対照表）といった項目で開示されており、
資産名称、数量、取得価額、取得日、償却方法等を
記載した固定資産一覧表は開示されていないため、
資本レンタル価格を推定することは困難であった。
そのため、代替変数として減価償却費率を検討した。

12 減価償却費率は、より多くの産出を行うための設
備投資が新規に行われると上昇し、償却期間が終了
すると減少するため、設備投資を生産要素価格とし
て示す指標として採用した。

13 NTT 東日本 
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http://www.ntt-east.co.jp/release/1008/100823a.html 
2010 年 8 月 23 日。

14 NTT 東日本　http://www.ntt-east.co.jp/release/ 
0911wrmv/twxg091109a_06.html　2009 年 11 月 9 日。
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