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1.ご提供されている固定ブロードバンドサービス
ご質問 回答

プラン毎の通信速度

プラン毎の提供方法
（光卸、自社アクセス回線の利用等）

メニュー 最大通信速度（理論値）

NURO 光 G2V 下り2Gbps
上り1Gbps

NURO 光 G2 下り2Gbps
上り1Gbps

NURO 光 forマンション 下り2Gbps
上り1Gbps

NURO 光 10Gs 下り10Gbps
上り10Gbps

NURO 光 6Gs 下り6Gbps
上り6Gbps

NURO 光 20Gs 下り20Gbps
上り20Gbps

メニュー 最大通信速度（理論値）

So-net 光

戸建てプラン 下り100M ~ 1Gbps
上り100M ~ 1Gbps

マンション
プラン

下り100M ~ 1Gbps
上り100M ~ 1Gbps

So-net 光 プラス

戸建てプラン 下り100M ~ 1Gbps
上り100M ~ 1Gbps

マンション
プラン

下り100M ~ 1Gbps
上り100M ~ 1Gbps

■ ダークファイバを利用したサービス ■光卸

ご質問への回答
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2.通信品質（速度等）に関する広告等の表示及び契約時の説明の状況
ご質問 回答

プラン毎の広告表示

・電気通信サービス向上推進協議会発行の「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」に準拠
した広告となる様、制作しております。

・主要サービスのサンプルを次ページ以降に記載しております。
プラン毎の仕様の説明（WEBページ、契約書面等）
※文字の大きさ等も含めて確認したいため、実際に提示
されているWEB上の画面や 契約書面のコピーをお示し
下さい。

ご質問への回答
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通信品質（速度等）に関する広告等の表示

■＜NURO光＞

「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」に準拠した広告表示としております。
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通信品質（速度等）に関する広告等の表示
■プラン毎の広告表示＜NURO 光 G2V＞

※１
・「2Gbps」という通信速度は、ネットワークから宅内終端装置へ提供する技術規格上の下りの最大速度です。
お客さまが使用する個々の端末機器までの通信速度を示すものではありません。

・端末機器1台における技術規格上利用可能な最大通信速度は、有線接続(1000BASE-T1ポート利用)時で概ね1Gbps、
無線接続時で概ね1.3Gbpsです。(IEEE802.11acの場合の速度です。弊社が設置する宅内終端装置の機種により
対応していない場合があります。)

・速度は、お客さまのご利用環境(端末機器の仕様等)や回線混雑状況等により、低下する場合があります。

他コースでも同様の表示を
行っております。
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■＜So-net 光＞

速度 下り最大概ね 1Gbps

※本サービスはベストエフォート型のサー
ビスです。最大通信速度は、技術規格上の
最大値であり実使用速度を示すものではあ
りません。インターネットご利用時の速度
は、ご利用環境（端末機器の仕様など）や
回線混雑状況などにより大幅に低下する場
合があります。また、インターネット回線
が混雑した場合、著しく通信量が多いお客
さまの通信を一時的に他のお客さまと同程
度まで自動的に制御します。

通信品質（速度等）に関する広告等の表示

他コースでも同様の表示を
行っております。
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※ベストエフォート型のサービスです。記載の速度は理論上の最高値であり、最大通信速度を保証するものではあ
りません。最大通信速度はお客さまのご利用機器、宅内配線、回線の混雑状況などにより低下します。

※お住まいによっては、最大200Mbps、または100Mbpsの回線タイプとなることがあります
（回線タイプの種類についてはこちら）。

通信品質（速度等）に関する広告等の表示

他コースでも同様の表示を
行っております。
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・通信速度はNUROネットワークとお客さま宅内に設置する
回線終端装置（ONUホームゲートウェイタイプ）間の仕様上
の最大速度であり、インターネットご利用時の実効速度を示す
ものではありません。インターネットご利用時の速度は、
お客さまのご利用環境や回線の混雑状況などによって、大幅
に低下する場合がございます。

■「NURO 光 コース」重要事項説明:
通信速度に関する記載

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

■「NURO 光」重要事項説明:

通信品質（速度等）に関する契約時の説明状況



9 Sony Network Communications Inc.9

■「So-net 光」プラン 重要事項説明:
◆最大通信速度
・概ね1GbpsのFTTHアクセス回線
NTTが提供する下記のFTTHアクセス回線提供サービスに相当します。
－フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ
－フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ
－ ※以下略

・200MbpsのFTTHアクセス回線
NTTが提供する下記のFTTHアクセス回線提供サービスに相当します。
－フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
－フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ

・100MbpsのFTTHアクセス回線
NTTが提供する下記のFTTHアクセス回線提供サービスに相当します。
－フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
－フレッツ 光ネクスト マンションタイプ

※通信速度は、FTTHアクセス回線のタイプにより異なります。
※通信速度は、お客さま宅内に設置する「回線終端装置」から弊社が提供を受ける設備までの間における技術規格上の最大値であり、

実使用速度を示すものではありません。

また、本サービスは、ベストエフォート方式のサービスとなりますので、速度は理論上の最高値であり、その高速性、常時接続性
に関し保証するものではありません。通信速度はご利用環境(端末機器の仕様、性能など)や回線の混雑状況などにより、大幅に
低下する場合があります。また、弊社の通信設備において混雑が生じた場合、著しく通信量が多いお客さまの通信について、
通信速度を他のお客さまの通信と同じ水準まで一時的に制御します。

通信品質（速度等）に関する契約時の説明状況
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3.通信品質の確保に対する取り組み
ご質問 回答

収容設計（通信帯域に対する収容数）

自社における品質測定状況
（実施方法、サンプル数、実施頻度、結果及び公表の状況等）

ネットワーク機器のパケットロスの監視等 等

ご質問への回答 赤枠部分
構成員限り
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通信品質に対する取り組み

■収容設計、品質管理・監視

赤枠部分
構成員限り

品質の測定
-状況把握-

品質の維持
-増設工事-
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4.測定項目・測定手法に対するご意見・留意すべき事
ご質問 回答

公平性

・固定インターネット接続サービスはモバイルとは異なり、宅内の複数デバイスで利用されるのが一般的でございます。
・当社サービスのNURO光は、複数デバイスで同時接続をされる利用方法にも配慮しております。

・ONUに端末1台のみを接続した際の通信速度につきましてはONUまでの帯域とは別のものであり、その点を留意して情報
提供を行う必要がございます。

・正しくサービスの品質を測定する為には、回線の太さの情報は重要であり、複数の端末から接続した場合にどの様な速度
で利用できるものであるかを検証する必要があると考えます。

技術的な課題等の観点

・速度測定に際しまして、利用する端末（PC等のスペック）やサーバまでの物理的・地理的条件などより測定結果が左右
される事が想定されます。全ての事業者で全く同じ条件で測定を行う事は難しく、消費者に対してはあくまで参考情報
である旨の前提条件を理解して頂く事が重要と考えます。

・通信品質の測定方法がユーザ端末想定の設備から大量にトラフィックを流す仕組みであった場合、同じ設備に収容され
た別のユーザ通信に影響が出る可能性がございます。他の利用者の通信品質に影響を及ぼさない仕組みである事が必要
です。また多くの事業者の品目を公平・中立的に測定するためにも、事業者に対して過度な負荷が掛からない仕組みで
ある事が必要です。

ご質問への回答
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速度測定の公平性について

<モバイルの場合>

スマートフォンの利用 基地局

主な利用形態はSIM1枚に対しスマートフォン1台での利用
<固定の場合>
複数デバイスでの同時接続が一般的

PCの利用 ONU

ユーザー端末
は複数ある
のが一般的

PC
スマホ

TV
IoT

固定サービスでの利用シーンを考慮した測定
方法を検討する必要がございます。

別の部屋でも

インターネット→

IoT

規格上の速度表記は「道路の幅」、端末での通信速度は「車1台の速さ」に例えられる事がございます。
車の速度と同様に1台のPCで利用できる速度には上限があり、また速度の上限は利用するPC等のスペックによっても異なります。
正しく「品質」を測るのであれば、同時に何台がどの程度の速さで走れるのかを計測する必要がございます。

最大速度
×G

最大速度
××G

ONU

SIM
1台の端末で測定できる速度は
宅内通信の一部でしかない。

1.モバイルと固定での利用環境の違い

2.端末での速度測定結果の位置づけ

回線の太さの情報は重要
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・PCでテレワーク

インターネット→

・PCでテレワーク

・オンライン授業

・TVでの動画配信サービス視聴

・常時接続されるIoT機器
＊見守りカメラ、スマートスピーカー等

自宅でのテレワークやオンライン授業での利用、家族台数分のスマホ利用、映像サービスの視聴などが同時に行
われる事は珍しい事では無く、単身世帯でもPC、テレビ、スマホなど複数デバイスの同時利用が当たり前となっ
ております。

・人数分のスマートフォン

インターネット→

実態に合った形で正しく情報を伝えるためには、例えば複数台での利用を想定した速度測定を行う事な
どについても検討が必要です。

ONU

3.実情にあった計測が必要

速度測定の公平性について
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（参考）端末での速度測定時の課題

インターネット→

100Mbps ONU

100Mbps

100Mbps

100Mbps

ONU
インターネット→

・端末側で同じ速度が測定された場合に両者は同じ品質に見えますが、複数デバイスを接続をした場合に
どの様な状況となるかが重要です。

①

②

100Mサービス

Gigaサービス

仮に1台の端末のみを繋げた際に同じ100Mbpsが計測されたとしても、
両者の回線品質が同じであるとは言えない。

＊2台目、3台目の宅内機器を接続すると、
速度は変化する。

＊2台目、3台目の宅内機器を接続しても
速度の変化は少ない。
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