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ＮＴＴ東日本における次世代ネットワーク（ＮＧＮ）商用サービスの提供に

むけた検討状況について 

 

 

当社子会社である東日本電信電話株式会社（以下、ＮＴＴ東日本）は、次世代ネットワ

ーク（ＮＧＮ）商用サービスの提供に関する現時点の検討状況を公表しましたので、別紙

の通りお知らせいたします。 

 

 

 

 

<本件に関する問合せ先> 

  日本電信電話株式会社 

ＩＲ室  

入戸野、荒木 

    TEL：03-5205-5581 

    FAX：03-5205-5589 

会社名     日本電信電話株式会社 

代表者氏名   代表取締役社長 三浦 惺 

（コード番号９４３２ 東京・大阪・名古屋 

  第一部及び福岡・札幌の各証券取引所） 



NTT東日本は、次世代ネットワーク（以下、ＮＧＮ）を利用した商用サービスについて、「オープン＆コラボレー

ション」をキーワードに、異業種、他業界の皆様との共創を通じ、より多くのお客様にIP・ブロードバンドサービ

スをより安心して便利にご利用いただきたいと考えていることから、本日、サービス提供に関する現時点の検

討状況を公表いたします。

平成２０年２月２７日

１１１１．．．．商用商用商用商用サービスサービスサービスサービスのののの名称及名称及名称及名称及びびびび料金料金料金料金

（（（（１１１１））））NGNNGNNGNNGN商用商用商用商用サービスサービスサービスサービスのののの名称名称名称名称

次世代を担うNGNの先進性、光サービスのトータルブランドである「フレッツ光」の浸透度を踏まえ、NGN

商用サービスにおける光ブロードバンドサービスのサービスブランドは「フレッツ 光ネクスト」といたします。

（（（（２２２２））））NGNNGNNGNNGN商用商用商用商用サービスサービスサービスサービスのののの料金料金料金料金

既存サービスと同様の料金体系としたうえで、コンテンツ配信事業者向けのサービスの料金水準につい

てはＱｏＳ機能付きで既存サービスと同等とするなど、ＮＧＮをご利用になるお客様が使いやすく且つ、異

業種、他業界の皆様との多様なサービスの創造に期待を込めた料金でご提供する予定です。

２２２２．．．．商用商用商用商用サービスサービスサービスサービス開始時期開始時期開始時期開始時期ととととエリアエリアエリアエリア展開展開展開展開

フレッツ系、ひかり電話系サービスについて、平成２０年３月末に、東京、神奈川、千葉、埼玉の各都県

の一部エリア（ＮＧＮフィールドトライアル実施エリア）で提供を開始し、平成２０年度第３四半期までに政

令指定都市、県庁所在地級都市に展開する予定です。

その後、平成２２年度末までに現行のＢフレッツサービス提供エリアまでの拡大を予定しております。

※１、２項の詳細については、別添参考資料をご参照ください。

本件についてのお問合せ先

NTT東日本 ＮＧＮ推進ＰＴ

０３-５３５９-２１０２

次世代次世代次世代次世代ネットワークネットワークネットワークネットワーク（ＮＧＮ）（ＮＧＮ）（ＮＧＮ）（ＮＧＮ）商用商用商用商用サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供にににに向向向向けたけたけたけた
検討状況検討状況検討状況検討状況についてについてについてについて

注）本資料（別添参考資料を含みます）に記載の料金その他の提供条件等については、平成２０年２月２７日

現在の検討状況です。平成２０年３月末の商用サービス提供内容とは異なる可能性があります。



NGN商用サービスの提供に向けた
検討状況について

平成20年2月27日

NTT東日本

（別添参考資料）
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１．ＮＧＮの商用サービスの料金等について（１／２）

0AB-J
ＩＰ電話/
テレビ電話

- 地域毎のトラヒッ
クコントロール

- 重要通信の確保

等により信頼性を
向上

主な料金額（案）

ハイパーファミリータイプ
ベーシックタイプ

マンションタイプ

ビジネスタイプ

ひかり電話 ビジネスタイプ

Ｂフレッツ
光ブロードバンド
サービス

サービス分類

戸建て向け 《ファミリータイプ》
（最大通信速度100M）

集合住宅向け《マンションタイプ》
（最大通信速度100M）

事業所向け 《ビジネスタイプ》
（最大通信速度概ね1G）

既存サービスと同額

（例） 戸建て向け ：４,１００円／月（税込：４,３０５円／月）
集合住宅向け（プラン１）：２,９００円／月（税込：３,０４５円／月）

：平成２０年３月目途 ：今後提供予定【凡例】 赤字下線 ： 新規機能

サービス名称

フレッツ 光ネクスト

検討中 検討中大規模事業所向け

《●●●》：タイプ名称

既存サービス

ひかり電話／

ひかり電話
オフィスタイプ

個人向け／中小規模事業所向け

音声通話

テレビ電話

高音質〔7KHz〕

既存サービスと同額
ひかり電話 ： ５００円／月（税込：５２５円／月）
ひかり電話オフィスタイプ ：１,３００円／月（税込：１,３６５円／月）

基本料

通話料
既存サービスと同額

８円／３分（税込：８.４円／３分）

標準品質

通話料 既存サービスと同額
１５円／３分（税込：１５.７５円／３分）

ハイビジョン
品質相当 通話料

標準音質

SD品質相当

１００円／３分（税込：１０５円／３分）

音声通話

ひかり電話
／

ひかり電話
オフィスタイプ

（なし）

標準音質

テレビ電話

（なし）

標準品質
（オフィスタイプ未提供）

（なし）

次世代を担うNGNの先進性、光サービスのトータルブランドである「フレッツ光」の浸透度を踏まえ、光ブロードバンドサービス
のサービスブランドは「フレッツ 光ネクスト」と設定
既存サービスと同様の料金体系としたうえで、コンテンツ配信事業者向けのサービスの料金水準についてはＱｏＳ機能付きで
既存サービスと同等とするなど、ＮＧＮをご利用になるお客様が使いやすく且つ、異業種、他業界の皆様との多様なサービス
の創造に期待を込めた料金で提供する予定
また、サービスを支えるネットワークについても、キャリアグレードの高信頼装置の使用、通信回線や装置の冗長化、大容量
化等により、お客様にとって信頼性の高いものを提供

既存サービスと同等
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１．ＮＧＮ商用サービスの料金等について（２／２）

ＶＰＮ

ＣＵＧ型／センタ-エンド型
※回線個別契約型 検討中

フレッツ・オフィス

（なし）

ＣＵＧ型／センタ-エンド型
※回線個別契約型 検討中 フレッツ・グループアクセス

ベスト
エフォート

QoS検討中

センタ-エンド型
※センタ一括契約型

コンテンツ
配信向け
サービス

ユニキャスト配信

マルチキャスト配信
※ユニキャスト通信の付加機能
として提供

ユニキャスト配信

地上デジタル放送IP再送信
事業者向けサービス

既存サービスより同等以下
基本料（帯域別の定額）
（例） １Ｇシングルの場合： ２８０万円／月

（税込：２９４万円／月）

既存サービスと同等
基本料（帯域別の定額）＋加算料（従量）
（例） １Ｇシングルの場合：上記ﾕﾆｷｬｽﾄ基本料に加えて

２５０万円／月＋２００円／配信先・月
（税込：２６２.５万円／月＋２１０円／配信先・月）

サービス提供される事業者様向けの料金
サービス提供を受ける
お客様の付加料金

２００円／月（注)

（税込：２１０円／月）

新たに再送信事業者様向けの料金を設定

フレッツ・ドットネットＥＸ

フレッツ・ドットネットＥＸ

（なし）

（なし）

イーサネット
サービス

広域イーサネット通信
（県内・県間とも）

ビジネスイーサ（県内）

：平成２０年３月目途 ：今後提供予定【凡例】 赤字下線 ： 新規機能 注）ひかり電話のご利用が必要

フレッツ・キャスト

ビジネスイーサ ワイド

主な料金額（案）サービス分類 サービス名称 既存サービス

ベスト
エフォート

QoS

QoS

既存のユニキャスト配信と同等

基本料（帯域別の定額）＋加算料（従量）
（例） １Ｇシングルの場合：

３００万円／月
（税込：３１５万円／月）

地上デジタル放送
ＩＰ再送信事業者
向けサービス

既存サービスと同等以下
基本料（帯域別の定額）
（例） センタ回線１Ｇ（県内通信）の場合： １１６.４万円／月

（税込：１２２.２２万円／月）

一定時間を超える通
信について従量料金

＋

県内について既存サービスと同等以下

帯域に応じたMA内・県内・県間ごとの定額料
（例）100M（県内通信）の場合：約２０万円／月（税込：約２１万円／月）
100M（県間通信）の場合：約７８万円／月（税込：約８２万円／月）

※料金額は、モデル契約時の１アクセス回線あたりの目安

フレッツ・ＶＰＮ ワイド

フレッツ・ＶＰＮ ゲート

０円／月

０円／月



4

フレッツ系・
ひかり電話系
サービス

平成２０ （ ２００８ ）年度 平成２１（ ２００９）年度 平成２２ （ ２０１０ ）年度

平成２２年度末までに
現行のＢフレッツサービス
提供エリアまで拡大

イーサネット
サービス

ユーザニーズに即応した
サービス展開

平成
１９
(2007)
年度

東京、神奈川、千葉、埼玉の各都県の一部エリアで開始

東京の一部

東京２３区、横浜市、川崎市、
千葉市、さいたま市へ展開

札幌市、仙台市、新潟市、

県庁所在地級都市へ拡大

政令指定都市、県庁所在地等の
全国主要都市へ拡大

商
用
サ
ー
ビ
ス
開
始

２．ＮＧＮの商用化開始とエリア展開

フレッツ系※1・ひかり電話系※2サービスについて、

平成２０年３月末に東京、神奈川、千葉、埼玉の各都県の一部エリア（ＮＧＮフィールドトライアル実施エリア※3）で提供を開始

平成２０年度第２四半期から本格展開を開始し、第３四半期までに政令指定都市、県庁所在地級都市へ展開

平成２２年度末までに現行のＢフレッツサービス提供エリアまで拡大

フレッツ系※1・ひかり電話系※2サービスについて、

平成２０年３月末に東京、神奈川、千葉、埼玉の各都県の一部エリア（ＮＧＮフィールドトライアル実施エリア※3）で提供を開始

平成２０年度第２四半期から本格展開を開始し、第３四半期までに政令指定都市、県庁所在地級都市へ展開

平成２２年度末までに現行のＢフレッツサービス提供エリアまで拡大

※1 光ブロードバンドサービス、コンテンツ配信向けサービス、ＶＰＮ ※2 ０ＡＢ-J IP電話／テレビ電話
※3 以下の当社ビルの収容区域

大手町FS、TTC有明、新宿、新淀橋、牛込、弦巻、品川、白金（以上、東京都）、戸塚、横須賀別館（以上、神奈川県）、幕張（千葉県）、浦和常盤（埼玉県）ビル
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