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ＮＧＮにおける当社利用部門サービスと網機能の対応関係 
及び各サービスのインタフェース条件等について 

平成２ ８年１ １月 ３ ０日 
東日本電信電話株式会社 
西日本電信電話株式会社 
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中継面 

加入者収容面 

中継ルータ 

収容ルータ 

ＳＩＰサーバ 

③特定のエリアに通信
が集中した際のトラ
ヒックコントロール 

④災害時等における
重要通信の確保 

一般ﾕｰｻﾞ 重要ﾕｰｻﾞ 
（輻輳時でも 

 通信を確保） 

（輻輳時には 

 発信規制） 

①キャリアグレードの大
容量・高信頼の装置 

ﾄﾗﾋｯｸ制御ｼｽﾃﾑ 

・・・ 

ＮＧＮの概要 

・・・ 

②通信装置や通信
回線の冗長化 

⑤制御系装置を複数地域
へ分散設置 

ＳＩＰサーバ 

 ＮＧＮは、ＰＳＴＮの信頼性設計に基づき、大規模ネットワークを想定したネットワークアーキテクチャを採用 
①  キャリアグレードの大容量・高信頼の装置を使用 
②  通信回線や通信装置の冗長化 
③  特定のエリアに通信が集中した際のトラヒックコントロール 
④  重要通信の確保 
⑤  制御系装置を複数地域へ分散設置 など、 

  により、ユーザにとって信頼性の高いネットワークを提供 

ＮＧＮにおいては、上記の設備の仕組みにより、高い信頼性・安全性・セキュリティの確保した上で、 
１つのネットワーク上においてデータ通信及び音声通信といった様々なサービスを統合的かつ安定的に 
提供する機能を実現。 
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：中継局接続機能 

：第一種指定電気通信設備利用部門がコスト総額を負担（接続料原価から控除） 

：収容局接続機能 ：ＩＧＳ接続機能 

ＳＮＩ接続事業者 ＶＰＮユーザ 
ＩＳＰ 
事業者 

◎ ◎ 

ＩＰｏＥ接続事業者※７ 

ＳＩＰサーバ 

◎ ◎ 

ＩＧＳ接続 
事業者 

優先転送 
事業者 

網終端装置 

中
継
ル
ー
タ 

及
び
伝
送
路 

固有 
設備 

：網改造料として回収 

ＳＮＩ 
収容ルータ 
（高優先） 

ＧＷルータ 
（ＩＰｏＥ接続） 

ＳＮＩ 
収容ルータ 
（ＢＥ） 

網終端装置 

ＩＧＳ 

メディア 
ゲートウェイ 

ＧＷルータ 

中継局接続 
事業者 

収
容 

ル
ー
タ 

◎ 

【１】 
フレッツ 光ネクスト等 

（ＢＥ） 

【１】 
フレッツ 光ネクスト等 

（ＢＥ） 

【３】 
地デジ再送信 
（高優先） 

共用 
設備 

：優先パケットルーティング伝送機能※６ 

ＮＧＮの接続約款上の機能とサービスの対応関係 

※１ ※２ ※３ 

※１ 網終端装置の接続用ポート見合いのコストは、網改造料としてＩＳＰ事業者が負担 

※２ ＧＷルータ（ＩＰｏＥ接続）については、網改造料としてＩＰｏＥ接続事業者が負担 

※３ ＧＷルータ（中継局接続）の接続用ポート見合いのコストは、網改造料として中継局接続事業者が負担 

※４ 他事業者が今後提供する予定の優先パケット識別機能及び優先パケットルーティング伝送機能を利用したサービス 

※５ 相互接続点のない網内折返し通信は、接続機能にはならない 

※６ 優先パケット識別機能及び優先パケットルーティング伝送機能は今後認可申請予定 

※７ ＩＰｏＥ接続事業者が自ら優先転送事業者となることも可能 

【２】 
フレッツ・ 
ＶＰＮ 

【３】 
フレッツ・ 
キャスト等 

【５】ひかり電話・【６】データコネクト 
（最優先・高優先） 

：優先パケット識別機能※６ 

NNI：Network-Network Interface 
UNI：User-Network Interface 
SNI：Application Server-Network Interface 

ＮＮＩ 

ＮＮＩ 

ＮＮＩ ＮＮＩ ＮＮＩ UＮＩ SＮＩ SＮＩ 

優先転送 
サービス※４ 

（優先） 

【４】 
フレッツ 
光ネクスト 

プライオ※５ 
（優先） 
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利用部門サービスとＮＧＮの網機能※の対応関係 

＜上記に対応して開示済みの主なインターフェース条件の例＞ 
■通信プロトコル：ＴＣＰ/ＩＰ等 
■転送品質クラス：ベストエフォートクラス 
■網終端装置（ＰＰＰｏＥ接続）の接続ＩＦ：１Ｇ 
■ＧＷルータ（ＩＰｏＥ接続）の接続ＩＦ：１０Ｇ及び１００Ｇ 
■収容ルータの接続ＩＦ：１Ｇ 

本サービスに対応するNGNの網機能※ 

収容ルータと網終端装置（PPPoE接続）及びGWルータ（IPoE接続）等との間で、
ＩＰパケットをベストエフォートクラスでルーティングするもの 
（以下の装置を組み合わせ、設定を施すことで実現） 

装置 本サービスに対応する装置の働き 

①網終端装置 
（PPPoE接続） 

・ＩＳＰ事業者に対して接続インタフェースを提供 
・エンドユーザからのPPPoEセッションを終端 
・ＩＰパケットを転送 

②GWルータ 
（IPoE接続） 

・ＩＰｏＥ接続事業者に対して接続インタフェースを提供 
・パケットに付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを
転送（ＩＰｏＥ接続事業者に転送する際は送信元アドレス
に応じて振り分け） 

③中継ルータ ・パケットに付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを
転送 

④収容ルータ ・収容局接続事業者に対して接続インタフェースを提供 
・契約者ごとの利用条件（宛先・利用帯域等）とパケットに
付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを転送 

エンドユーザ 

 
アクセス回線 

①網終端装置 
（PPPoE接続） 

④収容ルータ 

ＩＳＰ事業者 
（ＰＰＰｏＥ接続） 

ＮＮＩ 

②ＧＷルータ 
（ＩPｏＥ接続） 

ＩＰｏＥ接続 
事業者 

ＮＮＩ 

ＮＮＩ 

ＰＯＩ設置県 
－東：17 
－西：30 

ＰＯＩ設置県 
－東：1 
－西：1 

ＰＯＩ設置県 
－東：17 
－西：30 

県間中継 
ルータ 

③中継ルータ 

【本サービスの通信形態】 

ＮＧＮ 

【１】フレッツ 光ネクスト 
内容 

サービス概要 アクセス回線に加入光ファイバを用い、当社のNGNを介して、お客様が契約するＩＳＰ等に接続するベストエフォート型通信サービス 

対応するＮＧＮの網機能※ 収容ルータと網終端装置（PPPoE接続）及びGWルータ（IPoE接続）等との間で、ＩＰパケットをベストエフォートクラスでルーティングするもの 

接続約款上の機能（網使用料） 収容局接続機能＜①＋③＋④＞ ＜＞は機能の原価に含まれる装置 

※本資料における「網機能」とは、網の提供する働きのことを指す 

（注）NNI：Network-Network Interface 
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＜上記に対応して開示済みの主なインターフェース条件の例＞ 
■通信プロトコル：ＴＣＰ/ＩＰ等 
■転送品質クラス：ベストエフォートクラス 
■網終端装置（ＶＰＮ用）の接続ＩＦ：１Ｇ 
■収容ルータの接続ＩＦ：１Ｇ 

本サービスに対応するＮＧＮの網機能※ 

収容ルータと網終端装置（ＶＰＮ用）との間で、ＩＰパケットをベストエフォートクラ
スでルーティングするもの 
（以下の装置を組み合わせ、設定を施すことで実現） 

装置 本サービスに対応する装置の働き 

①網終端装置 
（VPN用） 

・ＶＰＮユーザに対して接続インタフェースを提供 
・エンドユーザからのPPPoEセッションを終端 
・ＩＰパケットを転送 

②中継ルータ ・パケットに付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを
転送 

③収容ルータ ・収容局接続事業者に対して接続インタフェースを提供 
・契約者ごとの利用条件（宛先・利用帯域等）とパケットに
付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを転送 

【本サービスの通信形態】 

【２】フレッツ・ＶＰＮ 

 
アクセス回線  

エンドユーザ 

ＮＧＮ 

③収容ルータ 

ＵＮＩ 

ＮＮＩ 

エンドユーザ 

 
アクセス回線 

③収容ルータ 

ＮＮＩ 

県間 
中継
ルータ 

              ②中継 
               ルータ 

ＶＰＮユーザ 

ＰＯＩ設置県 
－東：17 
－西：30 

①網終端装置 
（VPN用） 

内容 

サービス概要 フレッツ 光ネクスト等を利用して、複数の拠点を閉域網として接続することが可能なＶＰＮサービス 

対応するＮＧＮの網機能※ 収容ルータと網終端装置（ＶＰＮ用）との間で、ＩＰパケットをベストエフォートクラスでルーティングするもの 

接続約款上の機能（網使用料） 収容局接続機能＜②＋③＞ ＜＞は機能の原価に含まれる装置 

※本資料における「網機能」とは、網の提供する働きのことを指す 

利用部門サービスとＮＧＮの網機能※の対応関係 

（注）UNI：User-Network Interface、 NNI：Network-Network Interface 
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＜上記に対応して開示済みの主なインターフェース条件の例＞ 
■通信プロトコル：ＴＣＰ/ＩＰ、ＲＴＰ等 
■転送品質クラス：ベストエフォートクラス（または高優先クラス※2） 
■ＳＮＩ収容ルータの接続ＩＦ：１Ｇ 
■収容ルータの接続ＩＦ：１Ｇ 

本サービスに対応するＮＧＮの網機能※１ 

ＳＮＩ収容ルータと収容ルータとの間で、ＩＰパケットをベストエフォートクラス（または
高優先クラス※2）でルーティングするもの 
（以下の装置を組み合わせ、設定を施すことで実現） 

装置 本サービスに対応する装置の働き 

①SNI収容 
 ルータ 

・ＳＮＩ接続事業者に対して接続インタフェースを提供 
・パケットに付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを
転送 

②中継ルータ ・パケットに付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを
転送 

③収容ルータ ・収容局接続事業者に対して接続インタフェースを提供 
・契約者ごとの利用条件（宛先・利用帯域等）とパケットに
付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを転送 

【本サービスの通信形態】 

エンドユーザ 

 
アクセス回線 

③収容ルータ 

ＮＮＩ 

ＰＯＩ設置県 
－東：17 
－西：30 

②中継ルータ ＮＧＮ 

①ＳＮＩ収容ルータ 

ＳＮＩ 

県間中継
ルータ 

ＳＮＩ接続事業者 

【３】フレッツ・キャスト等のＳＮＩサービス 
内容 

サービス概要 
コンテンツ提供事業者等が当該事業者の配信サーバをＮＧＮに接続し、フレッツ 光ネクスト等をご利用するお客様にコンテンツを配信する
こと等を可能とするコンテンツ提供事業者向けサービス（地上デジタル放送IP再送信事業者向けサービスを含む） 

対応するＮＧＮの網機能※１ ＳＮＩ収容ルータと収容ルータとの間で、ＩＰパケットをベストエフォートクラス（または高優先クラス※2）でルーティングするもの 

接続約款上の機能（網使用料） 収容局接続機能＜②＋③＞ 

※２ 地上デジタル放送IP再送信事業者向けサービスでは、帯域確保（高優先クラス）でパケット転送を行っている。 

＜＞は機能の原価に含まれる装置 

※１ 本資料における「網機能」とは、網の提供する働きのことを指す 

利用部門サービスとＮＧＮの網機能※１の対応関係 

（注）NNI：Network-Network Interface、 SNI：Application Server-Network Interface 
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＜上記に対応して開示済みの主なインターフェース条件の例＞ 
■通信プロトコル：ＴＣＰ/ＩＰ等 
■転送品質クラス：ベストエフォートクラス、優先クラス 
■ＧＷルータ（ＩＰｏＥ接続）の接続ＩＦ：１０Ｇ及び１００Ｇ 
■収容ルータの接続ＩＦ：１Ｇ 

本サービスに対応するＮＧＮの網機能※ 

・収容ルータと網終端装置（PPPoE接続）及びGWルータ（IPoE接続）等との間
で、ＩＰパケットをベストエフォートクラスでルーティングするもの 
・収容ルータとＧＷルータ（ＩPｏＥ接続）及び収容ルータ間で、IPパケットを優先
でルーティングするもの 

（以下の装置を組み合わせ、設定を施すことで実現） 

装置 本サービスに対応する装置の働き 

①網終端装置 
（PPPoE接続） 

・ＩＳＰ事業者に対して接続インタフェースを提供 
・エンドユーザからのPPPoEセッションを終端 
・ＩＰパケットを転送 

②GWルータ 
（IPoE接続） 

・ＩＰｏＥ接続事業者に対して接続インタフェースを提供 
・パケットに付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを
転送（ＩＰｏＥ接続事業者に転送する際は送信元アドレス
に応じて振り分け） 

③中継ルータ ・パケットに付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを
転送 

④収容ルータ ・収容局接続事業者に対して接続インタフェースを提供 
・契約者ごとの利用条件（宛先・利用帯域等）とパケットに
付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを転送 

【本サービスの通信形態】 

【４】フレッツ 光ネクスト プライオ 
内容 

サービス概要 
NGN内において他のベストエフォート通信より優先的にパケットを転送することで、高速・高品質な通信を実現可能とした企業、法人のお
客さま向けのインターネット接続サービス 

対応するＮＧＮの網機能※ 
・収容ルータと網終端装置（PPPoE接続）及びGWルータ（IPoE接続）等との間で、ＩＰパケットをベストエフォートクラスでルーティングするもの 
・収容ルータとＧＷルータ（ＩPｏＥ接続）及び収容ルータ間で、IPパケットを優先クラスでルーティングするもの 

接続約款上の機能（網使用料） 
収容局接続機能＜①＋③＋④＞、優先パケット識別機能＜④＞、優先パケットルーティング伝送機能＜③＞ 
 

（NTT東日本のみ） 

 
    アクセス回線  

エンドユーザ 

ＮＮＩ 

エンドユーザ 

 
アクセス回線 

④収容ルータ 

ＮＮＩ 

ＮＧＮ 

ＰＯＩ設置県 
－東：17 

①網終端装置 
（PPPoE接続） 

ＩＳＰ事業者 
（ＰＰＰｏＥ接続） 

ＮＮＩ 

②ＧＷルータ 
（ＩPｏＥ接続） 

ＮＮＩ 

ＰＯＩ設置県 
－東：17 

ＰＯＩ設置県 
－東：1 

県間 
中継 
ルータ 

              ③中継 
               ルータ 

④収容ルータ 

＜＞は機能の原価に含まれる装置 

ＩＰｏＥ接続 
事業者 

※本資料における「網機能」とは、網の提供する働きのことを指す 

利用部門サービスとＮＧＮの網機能※の対応関係 

（注）NNI：Network-Network Interface 
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＜上記に対応して開示済みの主なインターフェース条件の例＞ 
■通信プロトコル：ＳＩＰ、ＲＴＰ等 
■転送品質クラス：最優先クラス 
■ＧＷルータの接続ＩＦ：１G、１０Ｇ 
■収容ルータの接続ＩＦ：１Ｇ 

本サービスに対応するＮＧＮの網機能※１ 

呼毎にＳＩＰサーバと収容ルータが連携し、収容ルータとＩＧＳ、ＧＷルータ及び収
容ルータとの間の通信において、音声通信に係るＩＰパケットを帯域確保（最優
先クラス）によりルーティングするもの 
（以下の装置を組み合わせ、設定を施すことで実現） 

装置 本サービスに対応する装置の働き 

①メディア 
 ゲートウェイ 

・音声通信に係るＩＰパケットをディジタル信号に変換 

②GWルータ ・中継局接続事業者に対して接続インタフェースを提供 
・パケットに付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを
転送 

③中継ルータ ・パケットに付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを
転送 

④SIPサーバ ・ひかり電話利用者の加入者管理（認証等）を行うととも
に、収容ルータ等と連携し、呼毎に帯域を確保 

⑤収容ルータ ・収容局接続事業者に対して接続インタフェースを提供 
・ＳＩＰサーバと連携し、呼毎に帯域を確保 
・契約者ごとの利用条件（宛先・利用帯域等）とパケットに
付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを転送 

【５】ひかり電話 

ＮＧＮ 

    ⑤収容ルータ 

ＩＧＳ接続 
事業者 中継局接続 

事業者 
ＮＮＩ 

エンドユーザ 

 
アクセス回線 

⑤収容ルータ 

ＮＮＩ 

④ＳＩＰ 
サーバ 

県間 
中継
ルータ 

①メディア 
ゲートウェイ 

              ③中継 
               ルータ 

ＰＯＩ設置県 
－東：17 
－西：30 

ＰＯＩ設置県 
－東：2 
－西：2 

ＰＯＩ設置県 
－東：17 
－西：30 

ＩＧＳ 

※２ 「⑤収容ルータ」のＰＯＩはフレッツ光（収容局接続機能）に係るもの 

【本サービスの通信形態】 

②ＧＷルータ 

ＮＮＩ 

 
アクセス回線 

エンドユーザ 

ＮＮＩ 

内容 

サービス概要 フレッツ 光ネクスト等に重畳し、固定電話相当の音声品質を確保した上で、低廉な料金で提供する光IP電話サービス 

対応するＮＧＮの網機能※１ 
呼毎にＳＩＰサーバと収容ルータが連携し、収容ルータとＩＧＳ、ＧＷルータ及び収容ルータとの間の通信において、音声通信に係るＩＰパケッ
トを帯域確保（最優先クラス）によりルーティングするもの 

接続約款上の機能（網使用料） ＩＧＳ接続機能＜①＋③＋④＋⑤＞、中継局接続機能＜②＋③＋④＋⑤＞ ＜＞は機能の原価に含まれる装置 

※２ ※２ 

※１ 本資料における「網機能」とは、網の提供する働きのことを指す 

利用部門サービスとＮＧＮの網機能※１の対応関係 

（注）NNI：Network-Network Interface 
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＜上記に対応して開示済みの主なインターフェース条件の例＞ 
■通信プロトコル：ＳＩＰ、ＲＴＰ等 
■転送品質クラス：高優先クラス 
■ＧＷルータの接続ＩＦ：１G、１０Ｇ 
■収容ルータの接続ＩＦ：１Ｇ 

本サービスに対応するＮＧＮの網機能※１ 

呼毎にＳＩＰサーバと収容ルータが連携し、収容ルータとＧＷルータ及び収容
ルータとの間の通信において、データ通信に係るＩＰパケットを帯域確保（高優先
クラス）によりルーティングするもの 
（以下の装置を組み合わせ、設定を施すことで実現） 

装置 本サービスに対応する装置の働き 

①GWルータ ・中継局接続事業者に対して接続インタフェースを提供 
・パケットに付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを
転送 

②中継ルータ ・パケットに付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを
転送 

③SIPサーバ ・ひかり電話利用者の加入者管理（認証等）を行うととも
に、収容ルータ等と連携し、呼毎に帯域を確保 

④収容ルータ ・収容局接続事業者に対して接続インタフェースを提供 
・ＳＩＰサーバと連携し、呼毎に帯域を確保 
・契約者ごとの利用条件（宛先・利用帯域等）とパケットに
付与された転送品質クラスに応じてＩＰパケットを転送 

【本サービスの通信形態】 

 
アクセス回線 

エンドユーザ 

ＮＧＮ 

   ④収容ルータ 

中継局接続 
事業者 

ＮＮＩ 

ＮＮＩ 

エンドユーザ 

 
アクセス回線 

④収容ルータ 

ＮＮＩ 

③ＳＩＰ 
サーバ 

県間 
中継
ルータ 

              ②中継 
               ルータ 

ＰＯＩ設置県 
－東：2 
－西：2 

ＰＯＩ設置県 
－東：17 
－西：30 

①ＧＷルータ 

【６】データコネクト 
内容 

サービス概要 ひかり電話契約者同士が、電話番号を利用して接続先を指定することで、帯域確保型のデータ通信が利用可能なサービス 

対応するＮＧＮの網機能※１ 
呼毎にＳＩＰサーバと収容ルータが連携し、収容ルータとＧＷルータ及び収容ルータとの間の通信において、データ通信に係るＩＰパケットを帯
域確保（高優先クラス）によりルーティングするもの 

接続約款上の機能（網使用料） 中継局接続機能＜①＋②＋③＋④＞ 

※２ 「④収容ルータ」のＰＯＩはフレッツ光（収容局接続機能）に係るもの 

＜＞は機能の原価に含まれる装置 

※２ ※２ 

※１ 本資料における「網機能」とは、網の提供する働きのことを指す 

利用部門サービスとＮＧＮの網機能※１の対応関係 

（注）NNI：Network-Network Interface 
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サービス名 項目 記載内容 URL 

フレッツ  
光ネクスト 

通信プロトコル TCP/IP等 
技術参考資料 
「IP通信網サービスのインタフェース」 

【NTT東日本】https://flets.com/pdf/ip-int-flets-3.pdf 
【NTT西日本】http://flets-w.com/next/download/tool/gijyutsu_sankou_next_light.pdf 

転送品質クラス ベストエフォートクラス 

IF 

網終端装置 
（PPPoE接続） 

1G 
技条集形態14（IPv6:別表26.3） 
（IPv4 ：別表26） 

【NTT東日本】https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/keitai14.pdf 
            (https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/betsu26-3.pdf) (IPv6) 
            (https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/betsu26.pdf)(IPv4) 
【NTT西日本】http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/g2_keitai14.pdf 
        （http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/gbetsu_26.pdf） 
        （http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/gbetsu_26-3.pdf） 

ＧＷルータ 
（IPoE接続） 

10G及び100G 
技条集形態14-2 
（別表26.5） 

【NTT東日本】https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/keitai14-2.pdf 
         (https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/betsu26-5.pdf) 
【NTT西日本】http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/g2_keitai14-2.pdf 
        （http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/gbetsu_26-5.pdf） 

収容ルータ 1G 
技条集形態15 
（別表27.1） 

【NTT東日本】https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/keitai15.pdf  
            (https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/betsu27-1.pdf) 
【NTT西日本】http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/g2_keitai15.pdf 
        （http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/gbetsu_27-1.pdf） 

フレッツ・ 
ＶＰＮ 

通信プロトコル TCP/IP等 

技術参考資料 
「IP通信網サービスのインタフェース」 

【NTT東日本】https://flets.com/pdf/ip-int-flets-3.pdf 
【NTT西日本】http://flets-w.com/next/download/tool/gijyutsu_sankou_next_light.pdf 

転送品質クラス ベストエフォートクラス 

IF 

網終端装置 
(VPN用) 

1G 

収容ルータ 1G 
技条集形態15 
（別表27.1） 

【NTT東日本】https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/keitai15.pdf  
            (https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/betsu27-1.pdf) 
【NTT西日本】http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/g2_keitai15.pdf 
        （http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/gbetsu_27-1.pdf） 

フレッツ・ 
キャスト 

通信プロトコル TCP/IP等 

技術参考資料 
「IP通信網サービスのインタフェース」 

【NTT東日本】https://flets.com/pdf/ip-int-flets-3.pdf 
【NTT西日本】http://flets-w.com/next/download/tool/gijyutsu_sankou_next_light.pdf 転送品質クラス ベストエフォートクラス 

IF 

SNI収容ルータ 1G 

収容ルータ 1G 
技条集形態15 
（別表27.1） 

【NTT東日本】https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/keitai15.pdf  
            (https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/betsu27-1.pdf) 
【NTT西日本】http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/g2_keitai15.pdf 
        （http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/gbetsu_27-1.pdf） 

主なインタフェース条件の掲載場所 

http://flets-w.com/next/download/tool/gijyutsu_sankou_next_light.pdf
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主なインタフェース条件の掲載場所 

サービス名 項目 記載内容 URL 

フレッツ  
光ネクスト 
プライオ 

通信プロトコル TCP/IP等 
技術参考資料 
「IP通信網サービスのインタフェース」 

【NTT東日本】https://flets.com/pdf/ip-int-flets-3.pdf 

転送品質クラス 優先クラス 

IF 

GWルータ 
（IPoE接続） 

10G及び100G 
技条集形態14-2 
（別表26.5） 

【NTT東日本】https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/keitai14-2.pdf 

収容ルータ 1G 
技条集形態15 
（別表27.1） 

【NTT東日本】https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/keitai15.pdf  
            (https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/betsu27-1.pdf) 

ひかり 
電話 

通信プロトコル SIP、RTP等 技術参考資料 
「音声利用IP通信網サービスのインタ
フェース」 

【NTT東日本】http://www.ntt-east.co.jp/hikari_ofa/use/pdf/hikari_tel_2_2_1_12.0.pdf 
【NTT西日本】http://flets-w.com/hikaridenwa/download/hikari_ngn11.2.pdf 

転送品質クラス 最優先クラス 
技条集形態17 
（別表35） 

【NTT東日本】https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/keitai17.pdf 
         (https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/betsu35.pdf) 
【NTT西日本】http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/g2_keitai17.pdf 
         (http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/gbetsu_35.pdf) 

IF 

GWルータ 1G、10G 技条集形態17（別表34） 

【NTT東日本】https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/keitai17.pdf 
         (https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/betsu34.pdf) 
【NTT西日本】http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/g2_keitai17.pdf 
         (http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/gbetsu_34.pdf) 

収容ルータ 1G 
技条集形態15 
（別表27.1） 

【NTT東日本】https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/keitai15.pdf  
            (https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/betsu27-1.pdf) 
【NTT西日本】http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/g2_keitai15.pdf 
        （http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/gbetsu_27-1.pdf） 

データ 
コネクト 

通信プロトコル SIP、RTP等 技術参考資料 
「音声利用IP通信網サービスのインタ
フェース」 

【NTT東日本】http://www.ntt-east.co.jp/hikari_ofa/use/pdf/hikari_tel_2_2_1_12.0.pdf 
【NTT西日本】http://flets-w.com/hikaridenwa/download/hikari_ngn11.2.pdf 

転送品質クラス 高優先クラス 
技条集形態17 
（別表35） 

【NTT東日本】https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/keitai17.pdf 
          (https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/betsu35.pdf) 
【NTT西日本】http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/g2_keitai17.pdf 
          (http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/gbetsu_35.pdf) 

IF 

GWルータ 1G、10G 技条集形態17（別表34） 

【NTT東日本】https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/keitai17.pdf 
          (https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/betsu34.pdf) 
【NTT西日本】http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/g2_keitai17.pdf 
          (http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/gbetsu_34.pdf) 

収容ルータ 1G 
技条集形態15 
（別表27.1） 

【NTT東日本】https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/keitai15.pdf  
            (https://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/pdf/gijutsu/betsu27-1.pdf) 
【NTT西日本】http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/g2_keitai15.pdf 
        （http://www.ntt-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/sitei_pdf/gbetsu_27-1.pdf） 


