エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

新春特別企画

光ブロードバンドの利用者数が増加し、また、NGN エリアカバー率が拡大する中、NTT 東日本は、
新たな光需要拡大に向けたサービスの開発・充実や光提供エリアの拡大促進、ネットワークの「安
心・安全・信頼」の確保に取り組んでいる。今回、これらの実現に向けた研究開発の取り組みについ
て紹介する。

東日本電信電話株式会社
ネットワーク事業推進本部
研究開発センタ
所長

氏

セキュリティや通信教育での利用な

NTT 東日本が 2001 年８月よりサ

ど、お客さまの利用シーンも大きな

ョンユーザの光需要拡大 、 光未提

広がりを見せている。

供エリアでのIRU等推進 、 映像系

今年度は「フレッツ光」のうち、

サービスの充実 、 インターネット

ービスを提供している光ブロードバ

NGN を利用した「フレッツ 光ネク

未利用層の開拓 、 ビジネスマーケ

ンドサービス「フレッツ光」が、

スト」の契約数が 100 万を超え、

ットの拡大 等に取り組んでいる。

2009 年 10 月に 700 万契約を突破し

NGN のエリアカバー率も「フレッ

本稿では、これらの取り組みに向

た。高速インターネットや IP 電話

ツ光」エリアの概ね全域まで拡大す

けた NTT 東日本の研究開発につい

での利用に加え、映像サービスのテ

る予定である（図１）。

て紹介する。

レビ視聴、オンラインゲームや新作

こうした状況の中、NTT東日本は

ゲームのダウンロード、またホーム

新たな光需要の拡大に向け、 マンシ
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に取り組んでいる。お客さまの生活
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をより豊かに、より快適にする新サ
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改良や効率化、ネットワーク強化等
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の開発が研究開発センタの役割で
ある。
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さまに安心して安全にご利用いただ
けるよう、機能確認を入念に実施し
ながら、総合運用性・総合品質の確
保へ取り組み、さらなる信頼性向上
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に努めている。
・1Gルーティング
・無線簡単設定ボタン
・家電とのインタフェース（DLNA）
・2波の無線内臓（11a、11b/g同時）
・スピーカ内臓（緊急地震速報等）
・USB（外部ストレージ等）

研究開発センタが実施している開
発は、大きく二つの種別に分けられ
る。一つは、実用化開発である。お
客さまのニーズを迅速に実現させる
ために、社内各組織・支店等とタイ
ムリーに連携しながら、品質・信頼

内蔵スピーカ

性の向上を目指した開発を推進して

1Gルーティング

いる。もう一つは、先行的開発であ

PC

NGN

TV

る。最新技術・市場製品の動向調査

ＤＬＮＡ
無線ボタン

や目利きに基づき、研究開発センタ
ゲーム機

にて先行的な開発に取り組み、新た

USB

な技術やサービスのスピーディな事
無線2波

業導入を目指している。
デジカメ
レコーダ
携帯電話機

無線LAN内蔵
ひかり電話ルータ

次に、研究開発センタの取り組み
事例を紹介する。
Fi だけではなく、３つの無線 LAN

だくためには、便利さを実感できる

（1）お客さまに魅力ある新サー

規格「IEEE802.11a/b/g」による同

アプリケーション・コンテンツが利

ビスを提供するための研究開発

時通信も実現しており、本機器を無

用でき、かつ簡単に操作可能な端末

より多くのお客さまに光回線をご

線 LAN 規格に合わせて手動で切り

を用いたサービス提供が必要とな

利用いただくためには、魅力ある新

替えることなく、簡単・便利にご利

り、待受情報配信サービス・端末の

サービスを提供することが求められ

用いただける。

開発にも取り組んでいる。7 インチ

る。その中の一つは、お客さま宅内

他にも、気象庁から配信される緊

ワイドタッチパネルのデジタルフォ

における様々な利用シーンで、利

急地震速報を受信し、音声とランプ

トフレーム型の端末は、ウィジェッ

便性の向上を実現させるサービス

の点滅で推定震度と到達予測時間を

トに対応することにより、お客さま

である。

知らせる機能、外付け USB ハード

は欲しい情報を選択することで、必

2009 年１月に提供開始となった

ディスクを接続することで、ハード

要な最新情報をいつでも簡易に受信

無線 LAN 内蔵ひかり電話ルータで

ディスクに保存されたコンテンツを

することが可能となる。また、

は、「フレッツ光」をより便利にご

複数のパソコンから操作できる機

AndroidTM（＊）を採用し、コンテン

利用いただくことができる機能を開

能 、 DLNA（ Digital Living

ツ提供企業様や端末メーカー様向け

発した。ひかり電話ルータとしては

Network Alliance）に対応したテ

に仕様を公開することで、多種多様

初めて Wi-Fi に対応した無線 LAN

レビ等で視聴できる機能も実現した

な企業の皆様に待受情報配信サービ

を内蔵しており、お客さま宅内にあ

（図２）。

る Wi-Fi 対応機器と最大 54Mbps の

一方で、光回線の未利用層のお客

ワイヤレス通信を可能とした。Wi-

さまに「フレッツ光」をご利用いた

スへご参加いただける環境を用意す
る予定である（図３）。
これらは「必要性を感じない」
＊「Android｣は、Google Inc.の商標または登録商標。
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待受情報配信サービス＋対応端末 として２０１０年上期提供に向け、開発中
コンテンツ提供企業様
掲示板
順次コンテンツ
拡大予定

レシピ・グルメ

通販
ニュース・天気

地域情報

株価情報

コンテンツ

ウィジェット

カレンダー

更新情報

待受情報配信サービス

新着通知
コンテンツ提供

ウィジェット配信

Ｗｉ-Ｆ
ｉ
ネットワーク

お客さま

端末メーカー様
オープンな仕様で
幅広いメーカー様が
参入可能

対応端末
光ｉフレーム（仮称）
Android™採用端末

「パソコン等の機器操作が困難」と

ル、BS ／ CS 放送及び地域情報チャ

いった理由から、今までブロードバ

ンネル等の魅力ある放送サービスが

また、引き続き、宮城エリアにお

ンドをご利用いただけていなかった

視聴可能となるほか、インターネッ

いても、ニューデジタルケーブル株

お客さまにとっても魅力的なサービ

ト及びひかり電話のトリプルプレイ

式会社様との協業により「ニューデ

スになると期待している。

サービスがご利用いただけるように

ジタルケーブル＆フレッツ光」とし

なった（図４）。

また、ブロードバンド
の特徴である高速・広帯

お客さま宅
ケーブルテレビ山形

ＮＴＴ東日本

域通信を活用する映像系
サービスについても拡充
を進めている。株式会社ケ
ーブルテレビ山形様との協

多チャンネル放送
・地上デジタル
・地上アナログ
・ＢＳデジタル
・ＣＳデジタル
・地域情報番組

業では、一本の光ファイバ
ーにデータ回線と音声に加
え、ケーブルテレビ事業者
の多チャンネル放送のデー
タを流す方式により、「フ
レッツ光」をケーブルテレ
ビ事業者様が活用した全国
初のサービスを実現した。
これにより「フレッツ光」
をご利用のお客さまは、ア
ンテナなしで地上デジタ

36

ケーブルテレビ山形

ＮＴＴ東日本
光ファイバ
（フレッツ
光ネクスト）

テレビ

回
線
終
端
装
置

セットトップボックス
（ＳＴＢ）

高速インターネット

インターネット

同軸等

ひかり電話

ＬＡＮ
電話線

・「ケーブルテレビ山形&フレッツ光」は、NTT東日本が提供する電気通信サービス「フレッツ 光ネクスト」及び映像伝送サービス「フレッ
ツ・テレビ伝送サービス」と、株式会社ケーブルテレビ山形が提供する放送サービス「デジタルサービスEX」の契約により利用が可能。
・「デジタルサービスEX」の受信には、株式会社ケーブルテレビ山形からレンタル（有料）するSTB（ケーブルテレビチューナー）が必要。
・「ニューデジタルケーブル＆フレッツ光」は、NTT 東日本が提供する電気通信サービス「フレッツ 光ネクスト」及び映像伝送サー
ビス「フレッツ・テレビ伝送サービス」と、ニューデジタルケーブル株式会社が提供する放送サービス「ベーシックコース（「フレ
ッツ光」プラン）
」の契約により利用が可能。
・「ベーシックコース（「フレッツ光」プラン）」の受信には、ニューデジタルケーブル株式会社からレンタル（有料）する STB（セ
ットトップボックス）が必要。
・地上デジタル放送視聴には、対応機器が必要。
・居住地域等、利用条件によって提供できない場合あり。
・インターネットの利用にはフレッツ光の契約に加え、プロバイダとの契約（別途月額利用料等必要）が必要。
・ひかり電話の利用には、月額利用料等が必要。
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て、サービス提供を開始している。

ンツプロバイダ等のお客さま）へ通

る。これにより、ソフトを配信する

知する機能を実現している。本サー

企業様は、自社でサーバを構築する

山形エリアでの取り組みにおいて蓄

ビスによって、コンテンツプロバイ

ことなく、簡便かつ安価に配信する

積した映像品質の確保等に関する技

ダ等のお客さまは、強固なセキュリ

ことが可能となり、ソフトをご利用

術的ノウハウを活用している。

ティが求められるサービスを提供す

になるお客さまは、インストール・

ブロードバンド回線の用途が広が

ることが可能となる。例えば顧客情

設定作業等の負担軽減や初期費用の

るにつれて、アクセス回線もより高

報等大切な情報を流通するサービス

削減のほか、利用したい期間にその

速なものへとニーズが高まってきて

や、特定のユーザからのアクセスの

利用期間に応じた料金で最新ソフト

いる。そこで「フレッツ光」におい

みを許可したい会員型サービス等の

をご利用いただくことが可能となる

ては、新たに「フレッツ 光ネクス

利用シーンが期待される（図５）。

本サービスの提供にあたっては、

ト ハイスピードタイプ」を開発し、

（図６）。

また、中小ビジネス市場向けパッ

提供を開始した。これまでの「フレ

ケージソフトの SaaS 配信をサポー

研究開発センタでは、上記に加え

ッツ光」における下り（ダウンロー

トする機能も N G N で実現してい

て地域連携による研究開発にも積極

ド）の最大通信速度を100Mbpsから
200Mbpsに向上させ、特にインター
ネットによる動画や音楽、ゲームの
ダウンロードをより快適にご利用い
ただけるサービスを実現した（＊）。

本サービスご契約者
（サービスプロバイダA）
サービスX
（サービスプロバイダAが
提供するサービス）

研究開発センタは、これまで紹介

【サービスXの事前登録情報】
ログインＩＤ

ログインＰＷ
ログインＰＷ

フレッツナンバー

user1

aaaa

CAF1111111111

user2

bbbb

CAF2222222222

user3

cccc

CAF3333333333

フレッツナンバーを認証の
１要素として利用すること
が可能。

接続元のフレッツナンバー
が異なるため利用不可。

した一般ご家庭等のお客さま向けサ
ービス開発だけではなく、光回線及

CAF1111111111

CAF999999999

び NGN をご利用になるサービス提

NGN
盗んだログインID／
ログインPWでログイン
してやろう！

供事業社等の企業のお客さまへのサ
ービス開発にも取り組んでいる。
まず、コンテンツプロバイダ等の
ログインID・ログインPWを悪用

お客さまに対するサービスとして、
「回線情報通知機能」を開発した。

【フレッツ 光ネクストのご利用者】

これは「フレッツ・キャスト」（配

ログインID
：user1
：aaaa
ログインPW
フレッツナンバー ：CAF1111111111

信サーバを NGN に接続し、映画・

【悪意あるユーザ】
ログインID
ログインPW

：user1
：aaaa

フレッツナンバー ：CAF9999999999

音楽等のコンテンツを「フレッツ
光ネクスト」ユーザに、IPv6 アド
レスによって配信するコンテンツプ
ロバイダ向けのサービス）ご契約者
向けのサービスである。フレッツ・
アクセスサービス毎に固有に割り当

◆フレッツ 光ネクストのご利用者は、回線情報通知グループ毎に
フレッツナンバーの通知可否設定が可能
サービス提供事業者名

提供サービス名

フレッツナンバーの
通知可否設定

サービスプロバイダA

サービスX

通知する

サービスプロバイダB

サービスY

通知しない

・・・・・

・・・・・

・・・・・

回線情報通知
グループ

てられているお客さま ID「フレッ
ツナンバー」を、ご契約者（コンテ
＊最大通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではない。
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税務

財務・会計

人事管理

業務支援

設計・デザイン

①ソフトを共用配信サーバに格納

ネットワークソリューション

受付・監視センタ

③ソフト配信

②共用購入サイトに
アクセス、購入

セキュリティ強化

サポートサービス

ソフト配信サービス

情報セキュリティ管理

料金回収代行

電話・ＴＶ会議

端末監視
リモート
サポート・工事・保守

通信コスト削減

工場

病院

オフィス

スーパー

商店

的に取り組んでいる。東北大学様の

バーを通す配管が無いマンションに

使いいただくためには、品質や信頼

「大型高品位ディスプレイ技術」と

ついては、外壁へのケーブル外回し

性の確保が必須である。それらをも

NGN を活用することにより、高精

配線で工事を行っており、マンショ

たらす、ネットワークの保守・運用

細映像伝送の品質評価検証を行っ

ンに入居されているお客さまの申し

面の品質や信頼性を向上していくこ

た。その成果を元に、引き続き

込み毎にケーブルの外壁固定を行わ

とも研究開発センタの重要な役割で

NTT 東日本宮城支店と連携し、新

なければならなかった。今回開発し

ある。たとえば、ネットワーク上を

たな映像ソリューションへ向けた実

た工法では、初期開通工事の際に、

流れるトラヒックや、装置の状況を

証実験を行っている。

外壁へ配管を敷設し、その配管を利

監視制御するシステムの開発を実施

用してお客さま宅内へのケーブル引

しながら、ネットワークの安定運用

き込みを行う。追加工事の際には、

へ向けて取り組んでいる。また、ネ

するための研究開発

敷設済み配管を利用することで効率

ットワークは多くの装置によって構

新たなサービス開発を推進する一

的にケーブルを配線することを可能

成されているため、それらの装置の

方で、より多くのお客さまにこれら

としている。また、光ファイバーケ

設定等を簡略化するシステムを開発

のサービスをご利用いただくために

ーブルに取り付ける荷札を改善し、

し、作業時間の削減や人的ミスの回

は、光回線を効率的かつ迅速に提供

ケーブルの識別性と取り付け時の作

避も実現している。

していかなければならない。研究開

業性を高める光タグの開発等も実現

発センタでは、それらを実現する工

している（図７）。

（2）光提供エリアの拡大を促進

法の開発・改善にも取り組んでいる。

通信設備の保守としては、地下光
クロージャの浸水故障時に、クロー
ジャを開けることなく、内部の水の

一例として、マンションの光配線

（3）ネットワークの「安心・安

有無を検知できるツールを開発し

普及促進へ向け、外壁配管工法とい

全・信頼」の確保に向けた研究

た。これにより、浸水したクロージ

うマンション光配線方式の新たな工

開発

ャを確実に特定し、迅速な復旧が可

法を開発した。これまで、光ファイ

お客さまに安心してサービスをお

能となった。
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改善（初期開通工事・追加工事）

現行（初期開通工事・追加工事共通）

外壁へ配管を敷設。配管内にケーブルを
敷設し、お客さま宅にてケーブルを引き込み

初
期
開
通
工
事
・
追
加
工
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敷設済み配管内にケーブルを敷設し、
お客さま宅にてケーブルを引き込み
お客さま宅

追
加
工
事

ケーブル
引き込み

み配管
敷設済

配管
敷設済み

スプリッタ

改善

られると考えている。例えば、地域
ごとの特徴を考慮し、技術要素を組
み合わせて実現する
では

その地域なら

のサービスを開発していくこ

とも可能であろう。
今後も研究開発センタは、お客さ
研究開発センタでは、通信事業者

能なツールの開発も進めており、検

ま視点を持ちつつ、幅広く技術の潮

としてネットワークの「安心・安

証に要する時間削減や効率的な検証

流を見極めながら、研究開発に取り

全・信頼」を確保するために、全て

項目数の拡充へとつなげている。

組んでいきたい。そして研究開発の

の開発時に入念な機能確認を実施し

こうした機能確認は「安心・安

ている。システムやサービスは、ネ

全・信頼」を実現するための研究開

低炭素社会の実現等、社会環境の変

ットワーク機器やサーバ等、多数装

発センタの重要な役割である。

化において、個人の生活・企業活

成果により、少子高齢化時代の到来、

置の組み合わせによって実現される

動・社会におけるあらゆるシーンを

ため、商用導入前には、総合的な運

サポートするインフラとしての光を

用性・品質の確認をおこなってい

お客さまへ提供し、より豊かな社会

る。これまで蓄積されたノウハウか

今後の NGN の更なる利用拡大に

ら、様々な観点で検証項目を検討し

向けては、品質確保「QoS」・セキ

ており、時には数千の検証項目に及

ュリティ・信頼性・オープンなイン

ぶこともある。

タフェースといった NGN の特徴を

さらに、機能確認については、効

最大限に活用し、多様化するお客さ

率化を目指した取り組みも実施して

まのニーズを満たす魅力的なサービ

いる。人の手を介さず自動で検証可

スを創出することが、ますます求め
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の発展に貢献したいと考えている。
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