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光ブロードバンドの利用促進に向けた
NTT 東日本の研究開発
NTT 東日本のインターネット接続サービス「フレッツ光」の契約数が 800 万契約を突破し、東日本エリアカバー率（*1）
も2010年度末には96.5%に達する見込みとなるなど、お客さまに光ブロードバンドサービスをご利用いただく環境が整
いつつある。このような環境において、NTT 東日本は、光関連サービス拡充・事業所向けサービスの拡充など、光ブロ
ードバンドのさらなる利用促進に取り組んでいる。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。
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図 1 「フレッツ光」
「フレッツ・ ADSL」の契約数推移
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用した応用的研究開発を行っている。

＊ 1 固定電話施設数に対するフレッツ提供エリア内固定電話施設数の比率。
＊ 2「フレッツ光」とは、
「フレッツ 光ネクスト」と「B フレッツ」
（いずれもインターネット接続サービス）の総称。
「フレッツ光」は、NTT 東日本の設備状況などにより、提供できない場合あり。
ビジネスコミュニケーション
＊ 3 フレッツ光メンバーズクラブについて、詳しくは https://flets-members.jp。
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仕組みを実現した。
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＊フレッツ・マーケット、光 i フレームの利用には、フレッツ光の契約が必要（別途契約料、工事費、月額
利用料が必要）
。B フレッツニューファミリータイプなど一部対象外の回線あり。
＊フレッツ・マーケット、光 i フレームを利用の際には、IPv6 通信に対応した宅内無線 LAN 環境
（IEEE802.11b/g 対応）が必要。
＊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が必要（別途月額利用料等が必要）。
＊全てがサービス開始と同時に展開するものではない。

図 3 フレッツ・マーケット、光 i フレーム利用イメージ

続きは本誌でご覧下さい。

本誌を購入する

＊ 1 Android は、Google, Inc.の商標または登録商標。
＊ 2 OSGi ：ソフトウェアのモジュール化、及びその動的な管理を実現する Java ソフトウェア開発フレームワーク。
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