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NTT R&Dフォーラム2008 基調講演
ブロードバンド・ユビキタス社会の発展に向けた
NTTの取り組み

本稿では，ICT（Information Communication Technology：情報通
信技術）の普及による社会の変化，NTTグループのNGN（Next
Generation Network）への取り組みについて紹介します．本記事
は，2008年２月７～８日に開催されました「NTT R&Dフォーラ
ム2008」での，三浦惺NTT代表取締役社長の講演を基に構成した
ものです．

み う ら さとし

三浦 惺

NTT代表取締役社長

情報通信の動向と社会の変化

■ICTがもたらす社会の構造変化

ICTが急速に進展することによって，

図１に示すように，社会の構造は大き

く変化しています．

まずはじめに，通信と放送の連携・

融合や，通信の中でも固定と携帯の融

合，あるいは金融の分野では，鉄道や

スーパー，コンビニの事業者が電子マ

ネーを展開するなど，さまざまな分野

でサービスの融合が起こっています．

また，ネットビジネスも急速に進展

しています．ブログやSNS（Social

Networking Service）といった，利

用者参加型のサービスが普及していま

す．ネット上のソフトウェアを利用す

る SaaS（ Software as a Service）

や，仮想世界の「セカンドライフ」な

ど新たなサービスやビジネスモデルも

次々に創造され，利用も進みつつあり

ます．

グローバル化も大きな特徴の１つで

あり，今やインターネットを通じて世

界中の情報にどこからでも瞬時にアク

セスできるようになりました．製造業

をはじめとした企業の海外進出やオ

フショア開発が進んでいるのはもちろ

図１　ICTがもたらす社会の構造変化 
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んのこと，例えば，米国の企業では，

グローバルなネットワークを活用し，

コールセンタなどの業務をインドなど海

外にアウトソースする事例が増加して

います．これは，人件費が安いという

単なるコストだけのメリットの他に，時

差を利用して24時間の対応が可能に

なるというメリットもあります．

現在はまさに，「時間・距離・知識

偏在の壁」を越える大きな変革期に

あります．

我々通信事業者（キャリア）は，こ

のような既存の業界やサービスの枠組

みや，国境の枠を越えた大きな変化に

対応していく必要があります．

■ブロードバンド契約回線数の拡大

前述のような変化の背景には，ブ

ロードバンドの普及があります．

図２は，我国のブロードバンド回線

数の推移を表したものです．「DSL」

「CATVインターネット」「光（FTTH）」

の合計は，2007年９月末で約2 800

万回線に達しています．そのうち光

サービスは，1 000万回線を突破しま

した．これはまさに超高速ブロードバ

ンドサービスが個人生活，社会生活に

深くかかわってきていることを表してい

ます．

■3G携帯電話の普及

携帯電話についても同様に，高速化

が着実に進展してきています．日本全

体での契約数は，2007年12月には１

億を突破しました（図３）．また，そ

のうち3Gの割合も８割を超過してい

ます．

NTTドコモは，現在，「 3.5 G

（HSDPA）」による下り最大3 . 6

Mbit/sの高速サービスを提供してい

ますが，今後は，上りも高速化した

HSPAや，Super3Gなどの技術によ

り，より高速なサービスを提供してい

きます．

また，すでにサービス化している無

線LANサービス（WiFi）や，今後登

場する高速無線アクセス（WiMAX）

など，無線の世界においても，アクセ

スの多様化やブロードバンド化が進展

しています．

■諸外国の動向

図４は，各国のブロードバンド契約

数を示しており，また，折れ線グラフ

は，光（F T T H）の月額料金を

１Mbit/s当りで比較したものです．

緑で示した光（FTTH）については，

契約数においても，また料金の低廉化

図２　ブロードバンド契約回線数の拡大 
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図３　３G携帯電話の普及 
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の面でも，日本は世界のトップです．

かつて，IRなどで海外に行くと，投資

家やキャリアの皆様から光化投資につ

いてクレイジーだといわれたこともあり

ましたが，ここ２，３年でそういった

意見はなくなってきました．光化は韓

国や米国も積極的に進めており，また

その他の各国でもこれから本格的な取

り組みを開始する状況にあります．今

や光化は世界の潮流になりました．

■急増するインターネットトラヒック

以上のようなブロードバンドの普及

によりインターネットの利用が進んだ

結果，インターネットトラヒックも急

増しており，2007年５月の日本のブ

ロードバンド契約者のダウンロードト

ラヒックの総量はおおむね700 Gbit/s

と推定されています．このようなトラ

ヒックの伸びの要因は，ピア・ツー・

ピアによるファイル交換や，YouTube

などの動画サイトの視聴が進んでいる

ことが挙げられます．

NGNに取り組む意義

■NGNの背景と特徴

前述の大きな変化を先取りして，

NTTグループは，2004年11月に中期

経営戦略を発表し，光アクセスの普及

とNGNの構築に取り組んできました

が，いよいよ2008年３月末より商用

サービスを開始します．社外の皆様か

らは，今でも，「NGNとは何か」，あ

るいは，「NGNをなぜやるのか」，と

いったご意見もいただきます．ぜひ

NGNについてより良くご理解をいただ

きたいということで，改めて説明させ

ていただきます（図５）．

まず，１つはニーズの面です．イン

ターネットトラヒックが急増しています

が，今後もさらに加速度的に増えてい

くことが見込まれています．これらに

対応するためには，設備の増強が容易

でシンプルなネットワークが必要となり

ます．また，映像を中心に，品質を重

視したサービスに対するニーズや，さ

らにはセキュリティのニーズも高まっ

ています．サービスの融合に伴って，

新しいビジネスモデルが展開され，さ

まざまなアプリケーションに柔軟に対

応できるネットワークが必要になって

きています．

また，技術の面からは，ルータなど

の，容量や信頼性は格段に進歩してい

ます．加えて，さまざまなサービスを

IPで統合的に処理する技術も成熟化
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図４　諸外国の動向 
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図５　NGNの背景と特徴 
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してきました．さらに，融合サービス

の基盤となるIMS（IP Multimedia

Subsystem）の技術をベースに，国

際電気通信連合（ITU-T）などで

NGNの標準化が進展しており，グ

ローバルな標準に基づいてNGNを構築

できるようになりました．

NTTグループにとっても，電話から

IPへの流れの中で，新しい成長の基盤

となるネットワークが必要になっていま

す．また，現在の我々のIPネットワー

クは，東西でネットワーク構成も異な

り，フレッツやひかり電話などのサー

ビスごとにも別のネットワークになって

います．これらを見直して，フルIPで，

安心・安全で，経済的なネットワーク

を構築するためにも，NGNに取り組ん

でいます．

具体的には，次の４つの特徴を備え

るネットワークがNGNです．

① さまざまな事業者とネットワー

クを接続したり，共同でサービ

スを創造する基盤となるための

「オープンなインタフェース」

② 映像や音声など高い通信品質

が必要なアプリケーションにも対

応した「品質確保」

③ 発信者IDのチェックによるなり

すましの防止や，異常なトラヒッ

クをブロックする機能などによる

「セキュリティ」

④ 通信回線や装置のバックアッ

プ，特定エリアに通信が集中した

ときのトラヒックコントロールや重

要通信の確保などの機能による

「信頼性」

NGNの構築にあたり，「インター

ネットの自由な発展を阻害するのでは

ないか」，というご意見がありますが，

決してそういうことはないと考えていま

す．ベストエフォートとしてのインター

ネットはこれからも発展し，新しいア

プリケーションも次々と誕生するで

しょう．そういったベストエフォート

のサービスに加えて，高い品質と高い

セキュリティを持った新しいサービスが

追加される，それがNGNサービスであ

ると考えています．サービスプロバイダ

や利用者の皆様にとっても，「利用の

幅が広がる」とご理解いただきたいと

思います．

■NGNへの取り組みの意義

NGNは，「信頼性の高い社会インフ

ラ」という観点でも，大きな意義を持

つものと考えています．

現在，食の安全の問題をはじめとし

て，国の安全保障や，災害時の安全

確保など，「安心・安全」が国の重要

なテーマとなっています．通信の分野

でも同様で，物理的につながるという

通信の確保の安心・安全に加え，セ

キュリティの確保や，個人情報の保護

などの安心・安全も求められています．

ICT社会の負の部分への対応を含め，

国民の生活の基盤となる安心・安全な

サービスを提供することは，キャリア

にとって至上命令です．

また，現在，日本の新しい成長モデ

ルについて盛んに議論がなされており，

その中でICTの果たす役割は非常に大

きいといわれています．実質GDPの成

長の約４割をICT産業が占めていると

もいわれています．NGNを活用して新

しいビジネスが起こり，また，企業の

生産性が向上することによって，日本

の経済発展のお役に立てればと思いま

す．同時に，少子高齢化，地域社会

の活性化，介護・医療の充実，環境，

エネルギー問題，地震などの大規模災

害対策など，日本社会の抱えるさまざ

まな課題の解決に貢献していきます．

NGNの具体的な展開

■NGNの商用化開始とエリア展開

2008年３月より，NTT東日本・西

日本で商用サービスを開始します．エ

リア展開については，まずはスモール

スタートで，３月末に，東京・大阪な

どの一部エリアでサービスを開始後，

ネットワークやオペレーションシステム

の運用など，信頼性や安全性の確認を

しっかり行ったうえで，エリアを早急

に拡大していく考えです（図６）．

■NGNのネットワークサービス

具体的なネットワークサービスにつ

いては，インターネットアクセスのよう

なベストエフォートサービスと，品質

確保（QoS確保）が必要な，電話な

どのサービスを１つのネットワークで提

供します．

新たなサービスでは，QoSが確保で

きることにより，高品質のIP電話やTV

電話，地上デジタル放送のIP再送信

なども提供できるようになります．

■NGNによる新たなサービスの創造

サービスの創造については，「オープ

ン」と「コラボレーション」をキー

ワードに，さまざまな業種のパートナ

企業の皆様と一緒に進めていきます

（図７）．

特に，コンテンツプロバイダ，あるい

はサービスプロバイダの皆様と接続す

るためのサーバとNGNのインタフェー

ス ， SNI（ applicat ion Server -

Network Interface）は，NGNをさ

まざまなサービスの基盤としてご利用

いただける鍵だと考えています．



NTT R&Dフォーラム2008 基調講演

NTT技術ジャーナル 2008.48

このSNIについては，「SNIとは何

か？」，あるいは，「ITU-Tで議論され

ているANI（Application Network

Interface）と何が違うのか？」など

のご意見も伺っております．

ANIについてはまだ標準化の場で議

論の途上であり，また，ベンダの皆様

もさまざまな取り組みを進められてい

るところだと思います．今後，標準化

の議論を見ながら，さらに，サービス

プロバイダ，コンテンツプロバイダ，情

報家電など，さまざまな業界の皆様の

ご意見を伺いながら，SNIを充実させ

ていきます．

■次世代サービス共創フォーラム

NGN上のサービス創造を推進する

ため，「次世代サービス共創フォーラ

ム」の活動を2008年２月より開始し

ています（図８）．「NGNについてよ

く分からない」，あるいは，「サービス

を開発するにあたり，NGNを実際に

使ってみたい」というご意見もいただ

いております．このフォーラムを通じ

て，NGNに関する情報もご提供しま

すし，またテストベット環境をご利用

いただき，理解を深めていただいて，

事業化についてお役に立てればと考え

ております．先日発表したファンドに

ついても同様ですが，我々としてはこ

のフォーラムを通じて，決して事業者

をえり分けるとか，囲い込むというつ

もりはありません．自らNGNを活用し

たサービスを提供される方もあるで

しょうし，またNTTグループと一緒に

・・・ 

・・・ 

図７　NGNによる新たなサービスの創造 
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図６　NGNの商用化開始とエリア展開 
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サービスをつくる方もいらっしゃると思

います．さまざまなかたちでサービスが

創造されれば，NGNが花開くと考え

ています．

NGNの利用事例

■NGNの利用分野

NGNは，図９に示したような，社

会，企業，個人の，さまざまな分野の

サービスの基盤として広くご活用いた

だけると考えています．ここでは，

「IPTV」「SaaS」「医療・ヘルスケア」

の３つの利用分野について紹介します．

（1） 映像配信サービス（IPTV）

映像配信サービス（IPTV）につい

ては，これまでNTTグループ内にあっ

たサービスをNTTぷららに統合すると

ともに，ハイビジョン品質の新たな映

像配信サービスを提供開始します（図

10）．

また，地上デジタル放送のIP再送信

については，NGNの品質確保の機能

や，県単位の配信設備を利用して実現

します．2007年末に，再送信に関す

る技術的な審査を行う審査会（地上

デジタル放送補完再送信審査会）よ

り適合の判定をいただいており，これ

から各放送局からの同意を得たうえで，

東京・大阪から開始し，順次エリア展

開をしていく予定となっています．

これからは，通信の特性を活かした，

双方向のIPTVにも取り組んでいきた

いと考えています．

（2） SaaS

現在，SaaSを利用する企業が日本

でも増えています．自社で情報システ

ムを持つ場合に比べ，少ない費用・期

間で導入できる仕組みとして大いに期

待されていますが，一方で，「セキュリ

ティ」や「ネットワークの信頼性」な

どに対する不安により，SaaS導入を

ためらう企業も多いとも伺っています．

NGNを中心とした安心・安全な

ICT基盤上で，SaaSの利用は今後ま

すます進むものと期待しております（図

11）．また，企業に限らず，個人や

地方公共団体，学校など，さまざまな

機関でSaaSの利用が広がっていくので

はないかと思っています．NTTグルー

プでは，さまざまなSaaS事業者の皆様

やソフトウェアベンダの皆様と協力さ

せていただきながら，NGNを中心とし

た安心・安全なICTサービス基盤と，

きめ細かなサービスをグループトータル

で提供し，利用者の利便性向上にお

図８　次世代サービス共創フォーラム 
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図９　NGNの利用分野（例） 
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役に立ちたいと思っています．

（3） 医療・ヘルスケア

医療や健康は安心・安全な社会を

実現するうえでもっとも重要なテーマ

の１つです（図12）．

NTTグループでも以前より，さまざ

まなかたちで医療・健康分野のサービ

スに取り組んでいますが，ここでは，ヘ

ルスケア分野の取り組み例を紹介しま

す（図13）．

４月から，「特定健診」「特定保健

指導」の実施が医療保険者に義務化

セキュリティや品質確保による 
安心・安全なネットワーク 

信頼性の高いデータセンタや 
利便性の高いプラットフォーム 

ＮＧＮを中心とした 
トータルサービスの提供 

電子申請 グループウェア ERP

・さまざまなパートナの皆様と協業・連携し，NGNを中心とした安心・安全な 
    ICT基盤上に新たなSaaS市場を創造していく 
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図11　SaaS over NGN
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図 10　新映像配信サービス（IPTV） 
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されますが，健診により，メタボリッ

クシンドロームやその予備軍と判断さ

れた人は，保健指導を受けることにな

ります．現状では，対象者に比べ，指

導にあたる保健師の数が非常に少ない

ため，効率的な保健指導を可能とする

ICTシステムが必要とされています．現

在，岐阜県中津川市様とNTTグルー

プで共同トライアルを進めております

が，例えば初回はFace to Faceで面

談し，２回目以降はPCやフレッツ

フォンなどを通じた遠隔指導を実施す

ることにより，効率的な保健指導を実

現できると考えています．また，血圧，

歩数，体重などのバイタルデータは，

自宅から，携帯電話などを介してセン

タのデータベースに蓄えておき，保健

師がそれらのデータを参照することに

より，効果的な指導ができるようにな

ります．

NTTグループのR＆D

■NGNを中心としたR&Dの貢献

「NTTのR&Dは本当に役立っている

のか」，あるいは，「世界中のキャリア

でもR&Dを持っているところは少ない」

という意見もよく伺います．しかし，

NGNをはじめ，ブロードバンドの普及

にNTTのR&Dは大きな役割を果たし

ています．

（1） 安心・安全なNGNの構築

安心・安全なネットワークの実現に

は，オペレーションを含めたネットワー

ク全体の視点が必要です．エンド・

ツー・エンドでの品質確保や，輻輳を

制御する機能など，安心・安全なサー

ビスに必要な技術を開発し，NGNの

実現に貢献しています（全体最適化）．

また，ネットワークは，複数ベンダ

の技術を活用して構築していますが，

機器間の相互接続性の検証を通じて，

安定したネットワークの実現に貢献し

ています（マルチベンダ化）．

（2） 光アクセスを支える技術の開発

NTTは，20年にわたり，光（FTTH）

を開発・サービスしています．例えば，

ブロードバンドの光アクセスの高速化・

経済化のため，GE-PON（Gigabit

Ethernet-Passive Optical Net-

work）などの光伝送技術や装置を開

発しています．

また，サービス開通の施工や試験の

迅速化やコストの低減のため，例えば，

曲げに強い曲げフリー光ファイバコー

ドや，特殊な工具を用いることなく光

ファイバを接続できる光コネクタなど

の技術を開発しています．

（3） サービス創造への貢献

例えば，地上デジタル放送の再送信

の実現に向けても，地デジの映像を，

H.264という圧縮率がより高い方式に

変換するチップ（LSI）や変換装置を

NGN
地域中核病院 

診療所 

ASP型電子カルテ ASP型電子カルテ 

遠隔読影支援 
（放射線，病理） 

図12　医療・ヘルスケア分野でのNGNの活用 
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開発したり，また，IPTVの技術標準

の策定にも貢献するなど，さまざまな

活動を展開して，サービスの創造に貢

献しています．

■R&Dの今後の取り組み

（1） NGNの本格展開に向けた

R＆Dの推進

NGNを発展させていくため，ネット

ワークサービスの拡充や機能高度化に

取り組むとともに，NGNならではの特

性を活かしたサービスの創出について，

さらに積極的に推進します．

（2） R&D成果のビジネス化の推進

R&Dの成果をグループ内で利用す

るだけでなく，先端的な技術を利用し

た「新市場の創出」についても積極的

にトライしていきます．

（3） 成長戦略を下支えする基礎要

素技術研究の推進

未来の情報通信に向けた「イノベー

ションの創出」を目指し，基礎研究に

ついても継続的に取り組みます．

（4） 国際競争力の強化・研究成果

のグローバル展開

光やNGNに関する技術や製品など，

研究開発成果の「グローバル展開」も

進め，日本の国際競争力強化にも貢

献します．

NTTグループの今後の取り組み

最後に，NTTグループの今後の取り

組みですが，先進的なR&Dを１つの

原動力として，今後も安心・安全な

ネットワークサービスを提供するという

キャリアとしての責務を果たしていき

ます．

同時に，次の４つの分野，

①　NGNや3Gを活用したビジネス

の創造

②　ソリューションビジネスの拡大

③　新分野ビジネスの発展（不動

産，エネルギー・環境，R&D成

果の活用など）

④　国際ビジネスの拡大

に注力し，単なるキャリアとしてだけ

ではなく，「サービスを創造する企業」

を目指して取り組みを進めていきたい

と考えています．

図13　健康管理・保健指導へのICT活用例 

・平成20年度から特定健診・特定保健指導が義務化 

・ネットワークを活用し，保健指導を効率的に実施（保健師の不足に対応） 

①Face to Faceの面談とTV電話による遠隔保健指導を組み合わせて実施 

②日々のバイタルデータを自宅にて測定・登録（歩数・体重・血圧・腹囲など） 

・平成20年２月から岐阜県中津川市様と共同でトライアルを開始 
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