
   平成 27 年 5 月 29 日 
 
 
 

平成 26 年度電気通信役務契約等状況報告について 
 
 
 

NTT 東日本は本日、平成 26 年度電気通信役務契約等状況（都道府県別加入電話等契約数）について、総務

大臣に報告するとともに、公開いたしました。内容については、NTT 東日本の本社情報ステーション及びホーム

ページ※においてご覧になれます。 
 
※ URL: http://www.ntt-east.co.jp/info-st/ （NTT 東日本情報 web ステーション）  
 
なお、概要については、別紙のとおりです。 

 
 
 

 ・（別紙） 

 ・（参考１）都道県別加入電話・ISDN 契約数 

 ・（参考２）都道県別・事住別加入電話契約数（平成 26 年度末） 

 ・（参考３）都道県別・事住別総合ディジタル通信サービス契約数（平成 26 年度末） 

 ・（参考４）ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本を合計した加入電話・ＩＳＤＮ契約数の推移 
 

 



H23年度末 H24年度末 H25年度末 H26年度末

 加入電話 1,355 (▲138) 1,229 (▲126) 1,127 (▲102) 1,049 (▲ 78)

<▲9.2%> <▲9.3%> <▲8.3%> <▲6.9%>

事務用 315 (▲ 28) 283 (▲ 32) 257 (▲ 26) 236 (▲ 21)

<▲8.1%> <▲10.1%> <▲9.2%> <▲8.3%>

住宅用 1,040 (▲110) 946 (▲ 95) 870 (▲ 76) 813 (▲ 57)

<▲9.5%> <▲9.1%> <▲8.0%> <▲6.5%>

 ＩＳＤＮ 214 (▲ 25) 191 (▲ 23) 172 (▲ 19) 156 (▲ 16)

<▲10.4%> <▲10.6%> <▲10.2%> <▲9.3%>

事務用 190 (▲ 19) 171 (▲ 18) 156 (▲ 16) 142 (▲ 13)

<▲9.2%> <▲9.6%> <▲9.2%> <▲8.7%>

住宅用 25 (▲ 6) 20 (▲ 5) 16 (▲ 4) 14 (▲ 3)

<▲18.8%> <▲18.8%> <▲18.2%> <▲15.5%>

 加入電話 1,570 (▲162) 1,420 (▲149) 1,299 (▲121) 1,205 (▲ 94)

  ＋ＩＳＤＮ <▲9.4%> <▲9.5%> <▲8.5%> <▲7.2%>

事務用 505 (▲ 47) 455 (▲ 50) 413 (▲ 42) 378 (▲ 35)

<▲8.5%> <▲9.9%> <▲9.2%> <▲8.5%>

住宅用 1,065 (▲115) 966 (▲ 99) 886 (▲ 79) 827 (▲ 59)

<▲9.8%> <▲9.3%> <▲8.2%> <▲6.7%>

（別紙）

加入電話・ISDN契約数の推移

（注）1. （ ）内は対前年度増減数、＜ ＞内は対前年度増減率。
2. 事業所集団電話は事務用に含む。
3. INSネット1500は事務用としてINSネット64の10倍で換算。
4. 四捨五入をしているため、数字の合計が合わない場合がある。
5. ひかり電話は、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA及びひかり電話ビジネスタイプを含む。

• 平成26年度末における加入電話＋ISDN契約数は1,205万となり、前年度末から▲94万（▲7.2％）の減少となった。
ピーク時（平成12年度末：3,147万）からの減少数は、累計で▲1,942万（▲61.7％）となっている。

＜年度末契約数の推移＞

（参考）ひかり電話の年度末チャネル数の推移

（単位：万契約）

（単位：万チャネル）

　ひかり電話 740 ( 96) 808 ( 68) 869 ( 61) 903 ( 34)

<14.8%> <9.2%> <7.5%> <3.9%>



（参考１）

都道県別加入電話・ＩＳＤＮ契約数

加入電話 ＩＳＤＮ 加入電話＋ＩＳＤＮ

都道府県 契約数 契約数 契約数

H26年度末 H25年度末 H26年度末 H25年度末 H26年度末 H25年度末

北海道 1,117,844 1,183,144 ▲65,300 ▲5.5% 140,809 154,808 ▲13,999 ▲9.0% 1,258,653 1,337,952 ▲79,299 ▲5.9%

青森県 296,535 314,730 ▲18,195 ▲5.8% 27,615 30,217 ▲2,602 ▲8.6% 324,150 344,947 ▲20,797 ▲6.0%

岩手県 271,512 288,306 ▲16,794 ▲5.8% 28,385 31,292 ▲2,907 ▲9.3% 299,897 319,598 ▲19,701 ▲6.2%

宮城県 383,563 412,639 ▲29,076 ▲7.0% 54,469 60,354 ▲5,885 ▲9.8% 438,032 472,993 ▲34,961 ▲7.4%

秋田県 224,041 238,583 ▲14,542 ▲6.1% 22,291 24,524 ▲2,233 ▲9.1% 246,332 263,107 ▲16,775 ▲6.4%

山形県 194,466 208,886 ▲14,420 ▲6.9% 24,462 27,067 ▲2,605 ▲9.6% 218,928 235,953 ▲17,025 ▲7.2%

福島県 371,123 396,007 ▲24,884 ▲6.3% 40,889 44,793 ▲3,904 ▲8.7% 412,012 440,800 ▲28,788 ▲6.5%

茨城県 495,663 534,732 ▲39,069 ▲7.3% 58,416 64,774 ▲6,358 ▲9.8% 554,079 599,506 ▲45,427 ▲7.6%

栃木県 330,288 355,036 ▲24,748 ▲7.0% 42,289 47,448 ▲5,159 ▲10.9% 372,577 402,484 ▲29,907 ▲7.4%

群馬県 334,725 357,892 ▲23,167 ▲6.5% 41,050 45,602 ▲4,552 ▲10.0% 375,775 403,494 ▲27,719 ▲6.9%

埼玉県 1,014,625 1,086,299 ▲71,674 ▲6.6% 122,297 135,075 ▲12,778 ▲9.5% 1,136,922 1,221,374 ▲84,452 ▲6.9%

千葉県 887,610 952,749 ▲65,139 ▲6.8% 112,921 123,636 ▲10,715 ▲8.7% 1,000,531 1,076,385 ▲75,854 ▲7.0%

東京都 2,269,206 2,454,646 ▲185,440 ▲7.6% 536,142 591,403 ▲55,261 ▲9.3% 2,805,348 3,046,049 ▲240,701 ▲7.9%

神奈川県 1,307,190 1,413,132 ▲105,942 ▲7.5% 185,989 203,738 ▲17,749 ▲8.7% 1,493,179 1,616,870 ▲123,691 ▲7.7%

新潟県 407,223 435,491 ▲28,268 ▲6.5% 48,056 53,015 ▲4,959 ▲9.4% 455,279 488,506 ▲33,227 ▲6.8%

山梨県 169,933 181,369 ▲11,436 ▲6.3% 20,060 22,350 ▲2,290 ▲10.2% 189,993 203,719 ▲13,726 ▲6.7%

長野県 416,583 458,784 ▲42,201 ▲9.2% 52,813 59,076 ▲6,263 ▲10.6% 469,396 517,860 ▲48,464 ▲9.4%

合計 10,492,130 11,272,425 ▲780,295 ▲6.9% 1,558,953 1,719,172 ▲160,219 ▲9.3% 12,051,083 12,991,597 ▲940,514 ▲7.2%

(注) ＩＮＳネット１５００はＩＮＳネット６４の１０倍で換算。

対前年度
増減率

対前年度
増減数

対前年度
増減率

対前年度
増減数

対前年度
増減率

対前年度
増減数



（参考２）

都道県別・事住別加入電話契約数（平成26年度末）

対前年度増減率
事務 201,926 ▲6.8%

北海道 住宅 915,918 ▲5.2%
計 1,117,844 ▲5.5%
事務 53,924 ▲9.3%

青森県 住宅 242,611 ▲5.0%
計 296,535 ▲5.8%
事務 51,005 ▲8.5%

岩手県 住宅 220,507 ▲5.2%
計 271,512 ▲5.8%
事務 83,054 ▲8.8%

宮城県 住宅 300,509 ▲6.6%
計 383,563 ▲7.0%
事務 41,242 ▲7.9%

秋田県 住宅 182,799 ▲5.7%
計 224,041 ▲6.1%
事務 39,962 ▲9.6%

山形県 住宅 154,504 ▲6.2%
計 194,466 ▲6.9%
事務 73,226 ▲8.6%

福島県 住宅 297,897 ▲5.7%
計 371,123 ▲6.3%
事務 98,944 ▲9.5%

茨城県 住宅 396,719 ▲6.7%
計 495,663 ▲7.3%
事務 65,403 ▲9.4%

栃木県 住宅 264,885 ▲6.4%
計 330,288 ▲7.0%
事務 64,447 ▲9.6%

群馬県 住宅 270,278 ▲5.7%
計 334,725 ▲6.5%
事務 186,025 ▲8.6%

埼玉県 住宅 828,600 ▲6.1%
計 1,014,625 ▲6.6%
事務 175,725 ▲8.1%

千葉県 住宅 711,885 ▲6.5%
計 887,610 ▲6.8%
事務 730,109 ▲8.1%

東京都 住宅 1,539,097 ▲7.3%
計 2,269,206 ▲7.6%
事務 278,510 ▲7.9%

神奈川県 住宅 1,028,680 ▲7.4%
計 1,307,190 ▲7.5%
事務 87,199 ▲8.1%

新潟県 住宅 320,024 ▲6.0%
計 407,223 ▲6.5%
事務 36,303 ▲9.3%

山梨県 住宅 133,630 ▲5.4%
計 169,933 ▲6.3%
事務 91,354 ▲9.1%

長野県 住宅 325,229 ▲9.2%
計 416,583 ▲9.2%
事務 2,358,358 ▲8.3%

合計 住宅 8,133,772 ▲6.5%
計 10,492,130 ▲6.9%

（注）事業所集団電話は事務用に含む。

都道府県 　　加入電話契約数



（参考３）

都道県別・事住別総合ディジタル通信サービス契約数（平成26年度末）

ＩＮＳネット６４ ＩＮＳネット１５００

契約数 対前年度増減率 契約数 対前年度増減率

事務 116,922 ▲8.3%
北海道 住宅 17,827 ▲14.2% 606 ▲7.2%

計 134,749 ▲9.1%
事務 24,292 ▲7.6%

青森県 住宅 2,173 ▲18.1% 115 ▲9.4%
計 26,465 ▲8.6%
事務 25,067 ▲8.4%

岩手県 住宅 2,358 ▲17.8% 96 ▲10.3%
計 27,425 ▲9.3%
事務 47,966 ▲8.6%

宮城県 住宅 3,743 ▲18.5% 276 ▲16.1%
計 51,709 ▲9.4%
事務 19,462 ▲8.3%

秋田県 住宅 1,799 ▲19.4% 103 ▲3.7%
計 21,261 ▲9.4%
事務 21,439 ▲8.5%

山形県 住宅 2,043 ▲18.4% 98 ▲14.0%
計 23,482 ▲9.4%
事務 35,670 ▲8.1%

福島県 住宅 3,949 ▲14.4% 127 ▲6.6%
計 39,619 ▲8.8%
事務 49,622 ▲8.5%

茨城県 住宅 5,424 ▲20.1% 337 ▲10.6%
計 55,046 ▲9.8%
事務 35,597 ▲10.3%

栃木県 住宅 3,852 ▲18.3% 284 ▲6.6%
計 39,449 ▲11.2%
事務 34,744 ▲8.9%

群馬県 住宅 3,786 ▲16.3% 252 ▲14.0%
計 38,530 ▲9.7%
事務 101,203 ▲8.7%

埼玉県 住宅 13,554 ▲14.0% 754 ▲10.6%
計 114,757 ▲9.4%
事務 92,936 ▲7.3%

千葉県 住宅 10,865 ▲15.6% 912 ▲13.6%
計 103,801 ▲8.2%
事務 396,613 ▲8.9%

東京都 住宅 36,539 ▲13.9% 10,299 ▲9.2%
計 433,152 ▲9.4%
事務 146,731 ▲7.5%

神奈川県 住宅 18,128 ▲14.2% 2,113 ▲11.9%
計 164,859 ▲8.3%
事務 43,287 ▲8.0%

新潟県 住宅 3,319 ▲22.3% 145 ▲13.7%
計 46,606 ▲9.2%
事務 16,875 ▲9.6%

山梨県 住宅 2,115 ▲15.4% 107 ▲10.1%
計 18,990 ▲10.3%
事務 44,586 ▲8.8%

長野県 住宅 6,177 ▲19.8% 205 ▲17.7%
計 50,763 ▲10.3%
事務 1,253,012 ▲8.5%

合計 住宅 137,651 ▲15.5% 16,829 ▲10.1%
計 1,390,663 ▲9.2%

都道府県



（参考４）

ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本を合計した加入電話・ＩＳＤＮ契約数の推移

　　（単位：万契約）

H23年度末 H24年度末 H25年度末 H26年度末

 加入電話 2,752 (▲275) 2,504 (▲248) 2,300 (▲204) 2,129 (▲171)

<▲9.1%> <▲9.0%> <▲8.2%> <▲7.4%>

事務用 638 (▲ 54) 574 (▲ 64) 523 (▲ 51) 478 (▲ 45)

<▲7.8%> <▲10.0%> <▲8.9%> <▲8.6%>

住宅用 2,115 (▲221) 1,930 (▲184) 1,777 (▲153) 1,651 (▲126)

<▲9.5%> <▲8.7%> <▲7.9%> <▲7.1%>

 ＩＳＤＮ 415 (▲ 46) 372 (▲ 43) 337 (▲ 36) 306 (▲ 31)

<▲10.0%> <▲10.3%> <▲9.6%> <▲9.2%>

事務用 368 (▲ 35) 334 (▲ 34) 305 (▲ 29) 279 (▲ 26)

<▲8.8%> <▲9.2%> <▲8.7%> <▲8.4%>

住宅用 47 (▲ 11) 38 (▲ 9) 32 (▲ 7) 27 (▲ 5)

<▲18.6%> <▲18.4%> <▲17.1%> <▲16.4%>

3,167 (▲321) 2,877 (▲291) 2,637 (▲240) 2,434 (▲202)

<▲9.2%> <▲9.2%> <▲8.3%> <▲7.7%>

事務用 1,006 (▲ 89) 908 (▲ 98) 828 (▲ 80) 757 (▲ 71)

<▲8.2%> <▲9.7%> <▲8.8%> <▲8.6%>

住宅用 2,162 (▲232) 1,969 (▲193) 1,809 (▲160) 1,678 (▲131)

<▲9.7%> <▲8.9%> <▲8.1%> <▲7.3%>

（参考）ひかり電話の年度末チャネル数の推移 （単位：万チャネル）

 ひかり電話 1,390 (179) 1,517 (127) 1,625 (109) 1,711 ( 85)

<14.8%> <9.1%> <7.2%> <5.3%>

（注）１．（　）内は対前年度増減数、＜　＞内は対前年度増減率。

　　　２．事業所集団電話は事務用に含む。

　　　３．ＩＮＳネット１５００は事務用としてＩＮＳネット６４の１０倍で換算。

　　　４．四捨五入をしているため、数字の合計が合わない場合があります。

加入電話
＋ＩＳＤＮ




