
   平成 28 年 6 月 30日 
 
 

平成 27 年度電気通信役務通信量等状況報告について 

 
 
 

NTT 東日本は、本日、下表の平成 27 年度電気通信役務通信量等状況について、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

いただけます。 

 

※ URL: http://www.ntt-east.co.jp/info-st/ （NTT 東日本情報 web ステーション）  

 

項    目 サービスの種類 

1. 距離段階別収入、通信回数、通信量 加入電話、公衆電話、総合ディジタル通信

（ISDN） 等 

2. 通信量区分別通信回数 

距離段階別時間帯別通信回数、通信量 

都道府県間別通信回数、通信量 

加入電話、公衆電話、総合ディジタル通信

（ISDN） 等 

3. 単位料金区域(MA)間別通信回数、通信量 加入電話、公衆電話、総合ディジタル通信

（ISDN） 

4. 品目別距離段階別回線数 

品目別都道府県間別回線数 

品目別単位料金区域(MA)間別回線数 

専用 

 

なお、加入電話及び総合ディジタル通信（ISDN）の通信量の概要は、別紙のとおりです。 

 

  

本件に関するお問い合せ先 

NTT 東日本 

経営企画部 営業企画部門 

TEL : 03-5359-3930 

E-mail : kikakur@sinoa.east.ntt.co.jp 

http://www.ntt-east.co.jp/info-st/


（別紙） 

NTT 東日本の加入電話及び総合ディジタル通信（ISDN）の通信量の概要 

 

 

1. 距離段階別通信量 

 

平成 27 年度の加入電話及び ISDN の通信量は、通信回数が 2,106 百万回（対前年度比▲13.6％の減）、通信時間が

6,562万時間（対前年度比▲15.9％の減）、収入が 25,843百万円（対前年度比▲14.2％の減）となっており、いずれも大き

く減少しております。また、いずれの距離段階においても、通信回数・通信時間・収入ともに減少しております。 
 

 

〔加入電話＋ISDN〕 

 

 
（注）（ ）内は構成比。< >内は対前年度増減率。 

 
（参考）ひかり電話 

 
（注）< >内は対前年度増減率。 

27年度 1,655 (78.6%) 5,256 (80.1%) 19,006 (73.5%) 114

26年度 1,921 (78.8%) 6,247 (80.1%) 22,044 (73.2%) 117

<増減率> <▲13.8%> <▲15.9%> <▲13.8%> <▲2.4%>

27年度 280 (13.3%) 830 (12.7%) 3,980 (15.4%) 107

26年度 323 (13.3%) 990 (12.7%) 4,702 (15.6%) 110

<増減率> <▲13.4%> <▲16.1%> <▲15.3%> <▲3.2%>

27年度 5 (0.3%) 16 (0.2%) 81 (0.3%) 106

26年度 6 (0.3%) 19 (0.2%) 99 (0.3%) 106

<増減率> <▲16.8%> <▲16.7%> <▲18.2%> <0.1%>

27年度 104 (4.9%) 255 (3.9%) 1,608 (6.2%) 88

26年度 118 (4.8%) 304 (3.9%) 1,910 (6.3%) 93

<増減率> <▲12.2%> <▲16.1%> <▲15.8%> <▲4.4%>

27年度 62 (2.9%) 205 (3.1%) 1,168 (4.5%) 119

26年度 69 (2.8%) 243 (3.1%) 1,359 (4.5%) 126

<増減率> <▲10.5%> <▲15.6%> <▲14.1%> <▲5.7%>

27年度 2,106 (100.0%) 6,562 (100.0%) 25,843 (100.0%) 112

26年度 2,438 (100.0%) 7,803 (100.0%) 30,114 (100.0%) 115

<増減率> <▲13.6%> <▲15.9%> <▲14.2%> <▲2.6%>

通信回数（百万回）

合　　計
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６０km超

通信時間（万時間） 収入（百万円）
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27年度

26年度



（参考）加入電話・ISDN 別通信量 

 
加入電話・ISDN の通信量とも、前年度に比べて通話回数・通信時間・収入ともに減少しています。 

 

 
（注） (  )内は構成比。<  >内は対前年度増減率。 

 

 

2. 時間帯別通信時間 

 

時間帯別の通信時間については、加入電話は午前 9 時台に、ISDN は午前 10 時台にピークがあります。 

 

 

 

 

27年度 1,327 (63.0%) 4,619 (70.4%) 17,566 (68.0%) 125

26年度 1,522 (62.4%) 5,445 (69.8%) 20,349 (67.6%) 129

<増減率> <▲12.8%> <▲15.2%> <▲13.7%> <▲2.7%>

27年度 779 (37.0%) 1,943 (29.6%) 8,277 (32.0%) 90

26年度 916 (37.6%) 2,357 (30.2%) 9,764 (32.4%) 93

<増減率> <▲15.0%> <▲17.6%> <▲15.2%> <▲3.0%>

27年度 2,106 (100.0%) 6,562 (100.0%) 25,843 (100.0%) 112

26年度 2,438 (100.0%) 7,803 (100.0%) 30,114 (100.0%) 115

<増減率> <▲13.6%> <▲15.9%> <▲14.2%> <▲2.6%>
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