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料金表  

 通則   

 第１表 接続料金  
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 ２－１ 端末回線伝送機能  

 ２－１の２ ＩＳＭ折返し機能  

 ２－１の３ 光信号電気信号変換機能  
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 ２－５ 中継伝送機能  
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 ２－14 網同期クロック供給機能  

      第２ 網改造料  

   １ 適用    

 １－１ 網改造料の対象となる機能  

    ２  料金額  

 ２－１ 算出式 

２－１の２ 個別管理対象設備を更改又は利用中止する場合の料金額 

２－１の３ 複数の協定事業者が現に利用している個別管理対象設備について、

一部の協定事業者がその利用を中止する場合の料金額 

 

 ２－２ 取得固定資産価額の算定に係る比率 

２－３ 年額料金の算定に係る比率  

 

   第２表 工事費及び手続費   

              第１ 工事費  

    １ 適用 

２ 工事費の額 

 



 ２－１ 工事費 

２－２ ２－１以外の工事費 

２－３ 算出式   

２－４ ２－３に適用する作業単金 

 

              第２ 手続費  

        

        

１ 適用 

２ 手続費の額 

 

 ２－１ 手続費 

２－２ ２－１以外の手続費 

２－３ 算出式 

 

      第２表の２ 建設請負契約に基づく負担額  

 １ 算出式  

      第３表 預かり保守等契約等に基づく負担額  

         第１ 通信用建物に係る負担額  

 １ 算出式 

２ 接続に必要な装置等の設置に要するスペース相当の保管料 

 

 ２－１ 適用 

２－２ 料金額（ＮＴＴ東日本の場合） 

２－２ 料金額（ＮＴＴ西日本の場合） 

 

              第２ とう道又は管路に係る負担額  

        

        

１ 適用 

２ とう道又は管路に係る料金額 

 

        ２－１ とう道に係る料金額（ＮＴＴ東日本の場合） 

２－１ とう道に係る料金額（ＮＴＴ西日本の場合） 

 

 ２－２ 管路に係る料金額（ＮＴＴ東日本の場合） 

２－２ 管路に係る料金額（ＮＴＴ西日本の場合） 

 

              第３ 電柱に係る負担額  

 第４表 光信号引込等設備に係る負担額  

 第１ 光信号引込等設備の維持等に係る負担額      

 第２ 光信号引込等設備の撤去に係る負担額  

 第５表 その他指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な設備に係る料金 

    額 

 

 

 

技術的条件集 

第１章 通則  

第２章 形態別技術的条件  

 第１節   形態１－１ 削除  

 第２節    形態１－２ 端末回線線端接続インタフェース（電話サービス契約約款を準用したインタ  

フェース） 

 

 第３節    形態１－３  端末回線線端接続インタフェース（総合ディジタル通信サービス契約約款を

準用したインタフェース） 

 

 第４節   形態１－４ 端末回線線端接続インタフェース（専用線用インタフェース）  

 第４節の２形態１－５ 端末回線線端接続インタフェース（ＤＳＬ用インタフェース）  

 第４節の３形態１－６ 端末回線線端接続インタフェース（光信号端末回線用インタフェース）  

 第４節の４形態１－７ 端末回線線端接続インタフェース（IP通信網 ISP接続用ルータ接続インタ 

フェース） 

 

 第４節の５形態１－８ 端末回線線端接続インタフェース（き線点近傍の電柱等の端子盤接続インタ 

フェース（ＤＳＬ用インタフェース）） 

 

 第４節の６形態１－９ 端末回線線端接続インタフェース（IP通信網サービス契約約款を準用したイ

ンタフェース） 

 

 第５節   形態２   削除  

 第５節の２形態２－２ 削除  

 第５節の３形態２－３ 端末回線接続インタフェース（光信号伝送装置接続インタフェース） 

第５節の４形態２－４ 端末回線接続インタフェース（光電気信号変換装置接続インタフェース） 

第５節の５形態２－５ 削除 

 

 第６節   形態３－１ 削除  



 第７節   形態３－２ 加入者交換機接続インタフェース（ＭＦ用インタフェース)  

 第８節    形態３－３  加入者交換機接続インタフェース（多数事業者間接続用インタフェース）  

 第９節   形態４－１ 削除  

 第 10節   形態４－２ 削除  

 第 11節  形態４－３ 中継交換機接続インタフェース (Ｍ用インタフェース)  

 第 12節  形態４－４ 削除  

 第 13節   形態４－５ 削除  

 第 14節   形態４－６ 中継交換機接続インタフェース（多数事業者間接続用インタフェース）  

 第 15節   形態４－７ 削除  

 第 16節  形態５   専用線接続インタフェース  

 第 16節の２形態５－２ 専用線接続インタフェース（IP通信網 ISP接続用ルータ接続インタフェー

ス） 

 

 第 17節  形態６－１ 削除  

 第 18節  形態６－２ 信号網接続インタフェース（加入者交換機高度サービス個別接続用インタ  

フェース） 

 

 第 18節の２形態６－３ 信号網接続インタフェース（加入者交換機高度サービス接続用インタフェー

ス） 

 

 第 19節  形態７   番号案内データベース接続インタフェース  

 第 19節の２形態７－２ ＮＰＳ交換機接続インタフェース  

 第 20節  形態８   サービス制御統括局接続インタフェース  

 第 21節  形態９   端末回線ＭＤＦ接続インタフェース（ＤＳＬ用インタフェース）  

 第 22節  形態 10   ＩＳＭ折返し接続インタフェース  

 第 23節  形態 11   端末回線加入者交換機接続インタフェース  

 第 24節  形態 12   光信号端末回線接続インタフェース  

 第 25節  形態 13   一般光信号中継回線接続インタフェース 

第 25節の２形態 13－２ 特別光信号中継回線接続インタフェース 

 

 第 26節  形態 14   ISP接続用ルータ接続インタフェース（IP通信網 ISP接続用ルータ接続イン

タフェース（PPPoE方式）） 

 

 第 26節の２形態 14－２ ISP接続用ルータ接続インタフェース（IP通信網 ISP接続用ルータ接続イ

ンタフェース（IPoE方式）） 

 

 第 27節  形態 15   収容局ルータ接続インタフェース（IP通信網収容局ルータ接続インタフェ

ース） 

 

 第 28節  形態 16   削除  

 第 29節  形態 17   一般中継局ルータ接続インタフェース（IP通信網一般中継局ルータ接続イ

ンタフェース） 

 

 第 29節の２ 形態 17－２ 一般中継局ルータ接続インタフェース（音声等接続用ルータ接続インタフ

ェース） 

 

 第 30節  形態 18   削除  

 第 31節  形態 19   中継局イーサネットスイッチ接続インタフェース  

 

 技術的条件集別表 

   １   相互接続箇所毎の接続番号 

   ２   付加サービス等の利用条件 

   ３   ＭＴＰ仕様 

   ３．１ ＭＴＰ仕様（信号用ＡＴＭインタフェース） 

   ４   ＩＳＵＰ仕様 

   ４．１ ＩＳＵＰ仕様（網内信号部） 

   ５   接続シーケンス 

   ６   伝送装置間インタフェース仕様 

   ６．１ 伝送装置間インタフェース仕様（新ＳＤＨ） 

   ６．２ 伝送装置間インタフェース仕様（1.5Ｍ／6.3Ｍインタフェース） 

   ６．３ 削除 

   ６．４ 伝送装置間インタフェース仕様（２線式インタフェース） 

   ７   削除 

   ８   削除 

   ９   網同期クロックインタフェース仕様 

   10   削除 



   11．１ 削除 

   11．２ 削除 

   11．３ 削除 

11．４ 削除 

   11．５ 削除 

   11．６ 削除 

   11．７ 削除 

11．８ 削除 

11．９ 専用回線ノード装置インタフェース仕様（DSM-L形専用サービスノード装置） 

11．10 削除 

11．11 削除 

11．12 削除 

11．13 削除 

12   ＳＣＣＰ仕様 

12．１ ＳＣＣＰ仕様（網内信号部） 

13   ＴＣ仕様 

13．１ ＴＣ仕様（網内信号部） 

14   削除 

15   相互接続用共通インタフェース仕様 

   15．１ 相互接続用共通インタフェース仕様（網内信号部） 

16   網特有ＡＳＥ仕様 

17   ＮＴＴ固有サービス制御仕様 

   18   サービス制御統括局接続インタフェース仕様 

   19   ＩＮＡＰ仕様 

19．１ ＩＮＡＰ仕様（網内信号部） 

   20   Ｆ網サービス端末回線線端接続インタフェース仕様 

21．１ 削除 

21．２ 番号案内データベース接続インタフェース仕様（番号案内データベース－番号案内台） 

21．３ 番号案内データベース接続インタフェース仕様（番号情報データベース接続） 

21．３21．４ ＮＰＳ交換機接続インタフェース仕様 

22   64Ｋユニバーサル信号仕様 

23   削除 

24．１ 削除 

24．２ ＤＳＬインタフェース仕様（宅内インタフェース1） 

   24．３ 削除 

   24．４ ＤＳＬインタフェース仕様（局内インタフェース2） 

   24．５ 削除 

24．６ 削除 

   24．７ ＤＳＬインタフェース仕様（局内インタフェース5） 

   24．８ 削除 

   24．９ メタリック加入者伝送システムのスペクトル管理 

   24．10 ＤＳＬインタフェース仕様（ＦＴＴＲインタフェース） 

25．１ 光信号回線接続インタフェース仕様（光信号端末回線用インタフェース１） 

25．２ 光信号回線接続インタフェース仕様（光信号端末回線用インタフェース２） 

25．３ 光信号回線接続インタフェース仕様（一般光信号中継回線用インタフェース） 

25．４ 光信号回線接続インタフェース仕様（特別光信号中継回線用インタフェース） 

26   ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv4PPPoE方式） 

26．１ 削除 

26．２ ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv4PPPoE 方式-10GBASE インタ

フェース） 

26．３ ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv6PPPoE方式） 

26．４ ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv6PPPoE方式-10ＧBASEインタ

フェース） 

26．５ ＩＰ通信網ＩＳＰ接続用ルータ接続インタフェース仕様（IPv6IPoE方式） 

27．１ ＩＰ通信網収容局ルータ接続インタフェース仕様（1000BASE－SX／10GBASE-LR インタフェ
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ース） 

27．２ 削除 

27．３ ＩＰ通信網収容局ルータ接続インタフェース仕様（ISDN一次群速度ユーザ・網インタフェ 

ース） 

27．４ 削除 

 27．５ 削除 

28   削除 

28．１ 削除 

28．２ 光信号伝送装置接続インタフェース仕様（１Gbit/sタイプ／10Gbit/sタイプ） 

29．１ 信号網接続用インタフェース仕様１ 

29．２ 信号網接続用インタフェース仕様２ 

30   光回線設備を介して当社の光回線設備以外の指定電気通信設備と接続する場合の技術的 

条件 

31．１ 光信号電気信号変換装置接続インタフェース仕様（非集線型） 

31．２ 削除 

32   削除 

33   削除 

34   伝送装置間インタフェース仕様 

34．２ 伝送装置間インタフェース仕様（音声等接続用ルータ接続インタフェース） 

35   ＩＰトランスポート仕様 

35．２ ＩＰトランスポート仕様（音声等接続用ルータ接続インタフェース） 

36   ＳＩＰを用いた相互接続用インタフェース仕様 

36．２ ＳＩＰを用いた相互接続用インタフェース仕様（音声等接続用ルータ接続インタフェース） 

37   削除 

38   中継局イーサネットスイッチ接続インタフェース仕様 

 

 

別表  

１ 接続により提供する機能 別１－１ 

２ 接続形態 別２－１ 

３ 

４ 

５ 

様式 

違約金 

既に設置された当社の光屋内配線に係る精算額 

別３－１ 

別４－１ 

別５－１ 

附則  附－１ 

 

注１：ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本で内容が異なる事項は、場合分けを行い記載しています。 

注２：ＮＴＴ東日本の接続約款のみに記載している事項は実線下線を付して、ＮＴＴ西日本の接続約 

款のみに記載している事項は点線下線を付して記載しています。 

 

 


