
平成 20 年 5 月 21 日 

 

株 式 会 社 フ ジ ク ラ 

西日本電信電話株式会社 

 

日本初、電話をかける感覚でイーサネットＶＰＮを実現する通信機器の共同開発について 

～ 超簡単操作でフレッツ光ユーザ間のＶＰＮ環境構築を実現します ～ 

 

西日本電信電話株式会社（大阪市中央区、社長：森下俊三、以下「ＮＴＴ西日本」）と株式会社フジクラ（東京都

江東区、社長：大橋一彦、以下「フジクラ」）は、複数の拠点を持つ企業や自治体向けに、フレッツ光ユーザ間で、

これまでにない簡単操作でイーサネットＶＰＮ（※1）環境を構築する接続機器「Ｆｌｅｂｏダイヤル」（※2）（以下、「本製

品」）を共同開発しました。 なお本製品は、フジクラの製品として、平成２０年６月１６日（月）から販売を開始しま

す。 

また、ＮＴＴ西日本では、本製品を利用したネットワークソリューション「ダイヤルＶＰＮソリューション」を同日より

展開いたします。 

 

従来、イーサネットＶＰＮ環境を構築するためには、通信先の特定にIPアドレスを使用することから専門的な高

いスキル等が必要でしたが、今回開発した本製品は、通信先への接続にフレッツユーザ固有に割り振られたダ

イヤルナンバー（※3）を採用し、日本で初めて（※４）、ＶＰＮの設定をパソコンを利用することなく本製品の備え付け

のダイヤルボタンを使用し、あたかも電話する感覚で簡単にイーサネットＶＰＮ環境を構築できるのが特長です。 

なお、本製品は、ＮＴＴ西日本が主催する「Ｖ６プレミアム・フォーラム（※5）」にて、ＮＴＴ西日本とフジクラが共同

で開発したものです。  

 

１．背景 

 昨今、事業所間等を接続するネットワークのランニングコストを安価に抑えるため、インターネットを利用し

てＶＰＮを構築したいというニーズが高まっております。インターネットを利用したＶＰＮは安価である一方、ＩＰ

ネットワークの高度な知識を有する技術者が必要となるため、ネットワーク管理者等でなければ導入が困難

であり、自治体や SOHO 事業所では導入から運用保守まで多くの課題を抱えている状況です。 

   このような状況の中、ＮＴＴ西日本とフジクラは、フレッツ光（フレッツ・光プレミアムおよびＢフレッツ）のテレ

ビ電話機能（※6）を利用し、ＩＰネットワークの特別な知識を必要とせず、低コストかつ簡単にＶＰＮを構築でき

る通信機器の市場性に着目し、共同で開発を進めてまいりました。 

    

２．本製品の概要 

本製品は、通信先への接続にフレッツ光のテレビ電話機能で使用するダイヤルナンバーを採用したことで、

従来のルータ等のＶＰＮ用通信機器が抱える操作設定の難しさを解決し、ＩＰネットワークの知識が無い方で

も簡単に安全で低コストなＶＰＮを構築することが可能です。本製品をご利用いただくことにより、従来の常

時接続タイプのＶＰＮ環境構築に加え、接続先を柔軟に変更して利用される場合等の新たな利用方法も見

込むことができます。 

 

（１） 製品名称 

  イーサネットＶＰＮ装置 「Ｆｌｅｂｏ
フ レ ボ

ダイヤル」 



（２） 主な特長 

 ① 低コスト 

本製品は、インターネットや他のネットワークサービス等を利用することなく、フレッツ・光プレミアムの

標準機能として提供中の、テレビ電話機能を利用して拠点間データ通信を実現するため、低コストでＶＰ

Ｎをご利用いただけます。 

② オンデマンド通信 

本製品は、本体備え付けのダイヤルボタンを使い、相手先のダイヤルナンバーを入力し、あたかも電

話する感覚で、つなぎたい時につなぎたい相手と簡単にＶＰＮを構築いただけます。 また、本製品は常

時接続でのご利用も可能です。 

③ 高セキュリティ 

本製品は、暗号化機能を具備しており、さらにＮＴＴ西日本が管理するテレビ電話機能で使用するダイ

ヤルナンバーで認証を行うため、セキュアな通信環境を構築いただけます。 

④ 全国での利用が可能 

      ＮＴＴ西日本が提供するテレビ電話機能は、東日本電信電話株式会社(以下、ＮＴＴ東日本)のテレビ電

話（※7）との接続に対応している為、東西間の通信を含めたフレッツ光が利用できる全国のエリア（※8）でご

利用いただけます。 

⑤ 簡易な操作設定 

本製品は、本体備え付けのダイヤルボタンで、パソコンを使わず簡単に設定できるため、ＩＰネットワーク

における特別な知識が無くてもボタン操作のみでＶＰＮを構築いただけます。また、パソコンからもＷｅｂ

画面を使って同様な設定が行うことができます。 

 

（３）販売予定価格 

６３，０００円／台（税込み）  

 

（４)販売開始日 

平成２０年６月１６日 （月） 

 

３．ダイヤルＶＰＮソリューションの概要 

本ソリューションは、企業・自治体等のお客様に対し、本製品とフレッツ光（フレッツ・光プレミアムおよび

Ｂフレッツ）を組み合わせることにより、安価かつ超簡単操作でフレッツ光ユーザ間のＶＰＮ環境を実現する

ＮＴＴ西日本が提供するＶＰＮソリューションです。更に接続先を柔軟に変更できるオンデマンド通信が可能

なため、つなぎたい時につなぎたい相手とＶＰＮを構築することができます。 

ＮＴＴ西日本では、本製品を活用したソリューションを展開することにより、フレッツ光の販売拡大を図って

いきます。 

 

４．各社の役割分担 

（１）ＮＴＴ西日本 

  ・本製品を用いたネットワークソリューション（コンサルティング、VPN の構築・保守運用等） 

（２）フジクラ 

     ・本製品の製造、販売、製品保守 等 

 



 ･別紙 1： 主な仕様 

 ・別紙 2： Flebo ダイヤルの利用イメージ  

  

                                          ＜製品仕様以外の問合せ先＞              

ＮＴＴ西日本 

法人営業本部 

ソリューションビジネス部 

担当：塩谷、杉本、田中（貴） 

      TEL：０６－４８０３－３３０６ 

      e-mail：dialvpn@bch.west.ｎｔｔ.co.jp 

 

＜製品仕様に関する問合せ先＞ 

株式会社 フジクラ 

光機器・システム事業部 

光システム技術部 

               担当：今井、菊池 

                                 TEL：０３－５６０６－１２０２ 

                              e-mail：flebo@fujikura.co.jp 

 

※１ VPN とは Virtual Private Network （仮想私設通信網）の略称です。 

※2 Flebo は、フジクラの登録商標です。 

※3 本製品で用いるダイヤルナンバーは、フレッツ・光プレミアムおよびフレッツ v6 アプリのハイクオリティ・テ

レビ電話用にＮＴＴ西日本が割り当てる 9 桁の番号（ダイヤルナンバー）です。 加入電話、総合デジタル

通信サービス（ISDN）やひかり電話等で用いられる電話番号とは異なります。 

※4 平成 20 年 5 月 20 日（火）現在、株式会社フジクラ調べ 

※5 「Ｖ６プレミアム・フォーラム」とは、ＮＴＴ西日本が平成 18 年 9 月 28 日に設立した、西日本エリアで活躍

する IT 産業事業者や学術機関の皆様とＮＴＴ西日本の相互の交流を促進することにより、互いの技術、

知識を結集し、ＩＰｖ６ネットワークを活用した「新たなビジネスモデルの創出」や「新たな市場の創造」を実

現するための取り組みです。 

※6 テレビ電話機能とは、フレッツ・光プレミアム及び B フレッツで提供中のテレビ電話サービスです。B フレ

ッツをご利用の場合には、別途フレッツ・V6 アプリ（504 円／月、税込）のご契約が必要です。 

※7 ＮＴＴ東日本が提供している、フレッツ・ドットネットのオプションサービスです。 

※8 詳細な利用可能エリアは、フレッツ公式ホームページよりサービスの提供エリアをご参照下さい。 

   ＮＴＴ西日本： http://www.ntt-west.co.jp/flets/  

   ＮＴＴ東日本： http://flets.com/ 

 

http://flets.com/index.html


別紙１

Fleboダイヤルの主な仕様

インタフェース LANポート 4 10BASE-T/100BASE-TX
WANポート 1 AutoNegotiation
管理ポート 1 Auto MDI/MDI-X

(*1)

USB 1 ログの記録、ファームウェアアップ用
VPN機能 VPN拠点最大数 同時接続15

(*1)

電話番号数 １（子機）、Max.５（親機）
自動

ＭＡＣアドレス学習 学習数　Max.1024
エージング時間　約５分

暗号化 AES・256ｂｉｔ ON/OFF可能
ポート優先 優先スイッチによりLAN１ポートを

優先機能 絶対優先
VLANタグ ユーザプライオリティビットにより

２段階の優先制御
ＬＡＮ側 1522Ｂｙｔｅ

MTUサイズ ＷＡＮ側 1456Ｂｙｔｅ
（ＩＰデータグラム1438Ｂｙｔｅ）

その他 ループパケット検出・遮断
転送プロトコ ＬＡＮ側プロトコル L3プロトコル非依存

WAN側プロトコル SIP、UDP/RTP・IPv6
保守運用 キー入力 シートキー、液晶画面表示

管理ポート Webブラウザによる
GUI設定

USBポート ログ保存、
ファームウェアアップデート

ログ Max.1000件
環境条件 動作温度範囲 ０～４０℃

動作湿度範囲 30～90％RH 結露なきこと
電源条件 AC１００Ｖ±10% ＡＣアダプタによる給電
消費電力 １１Ｗ、２５ＶＡ以下 ＡＣアダプタを含む

寸法 （W×D×H） ２００×１４５×４６．５　mm
質量 （本体） 約８００ｇ

*1 対応予定

※ 2008年5月現在の情報です。仕様は予告なく変更することがあります。



別紙２ Fleboダイヤルの利用イメージ

●利用例：遠隔監視・遠隔診断・遠隔検針などのデータ通信での利用

◆次のような利用形態にもお使いいただけます。

拠点数が多く、それぞれの拠点と短期間で少量のデータ通信を行う場合

常時接続されている必要は無いが、定期的にデータ通信を行う場合
外部センサーによる何かの外部情報入力があったときだけ不定期にデータ通信を行う場合

【例： 在宅見守りサービス】

フレッツ・光プレミアム
Bフレッツ

Fleboダイヤル
※イメージ図

被介護宅
介護会社

定期的なデータ収集
（小容量データ）

⇒ 各拠点（被介護宅）との通信データは少量だが、“見守り”対象が多い利用形態

血圧計

被介護宅

就寝中の脈拍や呼吸数
のモニタリング装置など

被介護宅

・異常データを検知した場
　合、自動的に通報
・介護会社が被介護宅
　のデータを分析
・被介護宅の映像の表示
　
　等

体重計



【例： 監視カメラでの拠点監視】

Fleboダイヤル

センター拠点

Fleboダイヤルと監視カメラを組み合わせて、拠点のオンデマンド監視に利用

拠点

拠点

拠点

フレッツ・光プレミアム
Bフレッツ

必要に応じて監視
拠点を変更

常時接続の拠点とオンデマンド接続の拠点の併用も可能

　企業や個人向け警備サービス会社などにおける遠隔カメラ監視や道路監視

　ガス検針などのテレメータ領域への適用

　センサー情報等の管理NW

　等

●その他の利用・導入シーン例
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