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特 集

NTT R&Dフォーラム2010 基調講演
社会的課題の解決に貢献するICTサービスの創造

本稿では，さまざまな分野におけるICTの利活用促進に向けた，
研究開発を含むNTTの取り組みについて紹介します．本記事は，
2010年2月22～24日に開催された「NTT R&Dフォーラム2010」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

社会・経済の情勢について

経済情勢は，最悪期を脱したといわ

れていますが，本格的な回復にはまだ

程遠い状況です．企業の設備投資は

まだ冷え込んだままであり，雇用も回

復せず，財政的には国債発行額が税収

を上回るなど，あらゆる面で依然とし

て厳しい状況が続いています．

こうした中で，日本では少子高齢

化，医療介護，教育，環境・エネル

ギー，食料問題などのさまざまな社会

的課題が山積しており，かつ各々の課

題が相互に関連しています．今まさに，

政府による国家ビジョンや方向性を示

す時期にきていますし，我々企業もイ

ノベーションに挑戦し，自律的に成長

を遂げていく努力を続ける必要があり

ます．

特に，ICT産業は経済成長の３分

の１を占めるともいわれています．経

営的にみれば，今や経営戦略そのもの

といってもいいくらいにICTの役割は

大きくなっています．そういう意味で，

ICTそのものを発展させることはもち

ろん，他の産業と結びついて新たなビ

ジネスモデルを構築し，経済成長を支

えるとともに，社会的課題の解決に貢

献していきたいと考えています．

ICTのパラダイムシフト

ICTでは大きなパラダイムシフトが

急速に進行しています．通信と放送，

固定と携帯，あるいは他産業とICTと

の間で起こっている「サービス融合」，

SaaS（Software as a Service）や

クラウドコンピューティングにみられる

「所有から利用へ」の流れ，そして

SNS（Social Networking Service）

やTwitter（ツイッター）などの「利

用者中心」へのシフト，こうした変化

がグローバル規模で急速に拡大してい

るのです．

その結果，ICTの競争環境も大きく

様変わりし，今では業種やレイヤ，国

境を越えた多様なプレイヤ間でサービ

ス競争をする時代になりました（図１）．

Google，Apple，Amazonなどは，

端末とコンテンツ・アプリケーション

をセットで提供する垂直統合型のビジ

ネスモデルでグローバルに展開してお

り，日本でも自由に市場開拓をしてい

ます．最近の例では，AmazonがKin-

dle（キンドル）と電子書籍の配信を

セットで提供し，売上を伸ばしていま

す．Appleも電子書籍が読めるiPadを

2010年３月末以降に販売し（Wi-Fi

モデル），やはりコンテンツ配信とセッ

トで提供する予定です．3Gモデルは４

月以降の早い時期から販売開始といわ
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れています．

ブロードバンド基盤の発展

ICTの基盤となる日本のインフラ環

境は，固定と携帯ともに，料金，ス

ピード，普及率などの点で，世界最先

端のブロードバンドネットワークを有し

ています（図２）．

NTTグループの取り組みだけでも，

固定系では，品質とセキュリティの機

能を具備したNGN（Next Genera-

tion Network）も含めて，すでに約

９割のエリアのお客さまに光（フレッ

ツ光）をご利用いただけるよう展開し

ており，携帯ではFOMAハイスピード

が全国で利用可能となっています．

日本全体でみると，固定ブロードバ

ンドは，2009年９月末時点で3 130万

回線，世帯普及率は63％に達してい

ます．そのうちFTTH（Fiber To

The Home）は1 652万回線，世帯

普及率は33％となっています．一方，

携帯電話の加入契約数は１億を超え

ており，そのうち95％が3G利用者で

す．3Gの世帯普及率は91％まで進ん

でおり，携帯でもブロードバンドへの

移行が急速に進んでいます．

こうした先進的なブロードバンド環

境は，長年にわたる研究開発の成果に

よるものです（図３）．コアネットワー

クでは，1970年代後半では32 Mbit/s

程度だったものが，波長多重技術や光

増幅技術によって，今では1.6 Ｔbit/s

といった大容量光伝送が可能となり，

映像を中心とした大容量コンテンツに

も対応できるようになっています．ま

た，アクセス部分では，PON（Pas-

sive Optical Network）の研究開発

により，高速化と経済化を合わせて実

現することができました．

移動系でも，高速，大容量化を進

めてきました．当初，3Gは通信速度

が384 kbit/sでしたが，2008年度に

HSDPA（ High Speed Downlink

Pa cke t  A c c e s s）として下り最大

7.2 Mbit/sに高速化，さらに2009年

６月にはH S P Aとして上り最大

5.7 Mbit/sに高速化しました．そし

て，2010年には，FTTH並みの高速

な LTE（ Long Term Evolution）

の導入を予定しています．

図１　プレイヤの多様化と競争のグローバル化 

IP化（デジタル化）に伴い，水平分業が可能となり，多様な事業者がグローバルにサービスを展開 
　⇒ 新しい垂直統合・連携へ 
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社会的課題に対するICTサービス

これからは，安心・安全な最先端の

ブロードバンドネットワークをベースに

して，いかに国民生活に便利な新しい

サービスを創造していくか，というこ

とが重要です（図４）．

ICT利活用の役割は，①イノベー

ションを興して経済成長を牽引すると

ともに，②少子高齢化，医療・介護，

教育，環境・エネルギー問題への対応

など，「課題先進国」といわれている

日本が抱える社会的課題の解決に貢献

することにあると思います．

こうした分野で日本発のICTサービ

スやビジネスモデルの成功事例をつく

り上げて日本が「課題解決先進国」

となり，それを世界に展開していくこ

とが日本の国際競争力強化につながる

ものと考えています．

■少子高齢化・労働力不足への対応

少子高齢化を迎えた日本では，今で

こそ雇用確保が大きな問題ですが，中

長期的には労働力の不足が大きな問題

となってくるのは明らかです．そのた
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図３　光技術の高速・大容量化 
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図２　ブロードバンドネットワークは世界の最先端に 

・固定： NGNを光提供エリア全域に拡大（2011年3月），約９割のエリアのお客さまが利用可能 
・携帯： FOMAハイスピードエリアを全国に拡大（2008年12月） 
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め，育児中の方，高齢者の方，障が

いを持たれた（チャレンジド）方々に

もさまざまなかたちで仕事に参加して

もらい，経済の活力を維持していくこ

とが重要です．さらに，生活と仕事の

両立，すなわち「ワークライフバラン

ス」を実現する１つの手段としても，

テレワークが期待されています．

テレワーク実現に向けた大きな課題

は，情報漏洩を防ぐための十分なセ

キュリティ対策です．これについては，

シンクライアントによって，端末側に

は顧客情報などのデータを残さず，情

報漏洩を防ぐ仕組みが実用化されてき

ました（図５）．

また，SaaS・クラウドなどによって

業務アプリケーションをどこでも利用

できる仕組みが整いつつありますし，モ

バイルも組み合わせることで，自宅や

出張先でも，職場と同じ環境で安心し

て作業が可能になっています．

NTTグループでは，テレワークを支

えるさまざまなソリューションをお客さ

まに提供しており，自らも率先して導

入しています．

■医療・介護，ヘルスケアの充実

次に，医療・介護，ヘルスケア分野

におけるICTの利活用ですが，EHR

（電子医療記録），あるいはPHR（個

人健康記録）など，病院内はもちろん

病院間でも各種情報を電子化し，セ

キュリティを確保しながらネットワーク

で共有できるようになれば，迅速な診

断やミスの防止といった医療サービス

の向上につながります．ただ，先進国

に比べて日本では導入が進んでいない

のが現状です．

ここでは，医師不足が課題となって

いた岩手県遠野市の事例を紹介します

（図６）．公民館に健康データ（血圧，

歩数など）の測定・登録や健康指導

が受けられるセンターを開設し，地元

の看護師が住民のサポートを行ってい

ます．そして，TV電話や携帯電話を

使って，遠隔地の専門医から地域住民

に対して健康指導を行っているのです．

こうした取り組みをお手伝いしてい

て実感するのは，単にネットワークを

整備すれば済むのではなく，コミュニ

ケーションのあり方が大事だというこ

とです．実際，住民生活の質の向上は

もちろん，公民館が住民の交流の場と

なるなど，地域の活性化も実現してい

るようです．このように，地域の実情

やニーズを把握し，トータルで使いや

すい仕組みに仕立てていくことが大事

であり，そうすることで，ICTが実際

に使われるものになっています．

社会的課題への対応 

サービスの創造 

安心・安全な社会インフラ（NGN・モバイル） 

サービス，ビジネスモデルを 
世界に向けて展開 

経済の成長 

図４　ICTの社会的意義 

世界最先端のブロードバンドインフラを活用し，業種・業態を超えたオープン＆
コラボレーションにより，日本発のICTサービスやビジネスモデルをつくり上げ，
世界に展開することが重要 

・少子高齢化，労働力不足 
・医療,介護,ヘルスケアの充実 
・行政サービスの充実 
・教育の充実 
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・生産性向上　 
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図５　ICTを活用した新しいワークスタイル 

・テレワークの導入により，いつでもどこでも，安全・便利に仕事ができる環境を
提供 

・通勤などの移動を減らすとともに，子育て世代の女性や高齢者の働く機会を創出 
　　⇒　少子高齢化対策，労働力確保に貢献 
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■行政サービスの充実

ICTを活用して国や地方自治体の間

で行政情報をシームレスに連携させる

ことで，行政手続きのワンストップ化

などが実現できます．また，官民の情

報連携も組み合わせれば，行政の側か

ら進んで住民に必要な情報を提供する

「プッシュ型サービス」も可能になりま

す（図７）．

ただ，電子政府についても，日本で

はまだまだ進んでいないのが現状であ

り，米国，韓国，北欧などに遅れを

とっています．例えば韓国では，制

度・サービス・ICTが連動して，利用

しようというインセンティブが働くよ

うになっており，取り組みが進んでい

ます．

日本でも，沖縄県浦添市における電

子行政の導入例では，業務のBPR

（ Business Process Reengineer-

ing）とICTによるシステム統合を進め

た結果，例えば就学援助の手続きでは

従来20工程あったものが２工程で済む

ようになり，迅速な行政サービス提供

が可能になりました．このように，電
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（引越し時など） 
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図７　行政分野におけるICTサービス活用 

・ICTによるシームレス連携で，サービスの付加価値向上や効率化が可能 
・情報提供を含めた簡素で便利なワンストップサービスの実現や，申請主義から
脱却したプッシュ型サービスの提供が可能 
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医療過疎地域の住民の健康維持・向上を目的に，遠隔専門医と現場の医師・
看護師が協力して，ICTを活用した住民への健康指導を実施 

・巡回採血（月１度），データ登録 
・バイタルデータ，血液データの参照 
・遠隔専門医との情報共有 
・市民への健康指導 

・バイタルデータ蓄積 
・血液データ蓄積 

・バイタルデータ（血圧，体重，歩数など）を 
　週１回計測，送信 
・個人データのグラフ表示などによる参照 
・TV電話による遠隔専門医との健康相談 

・バイタルデータ，血液データの参照 
・看護師とのバイタルデータ，血液データ共有 
・看護師への遠隔指導 
・TV電話による住民への遠隔健康指導 
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子行政導入のメリットは，業務効率化

だけでなく，住民にとってのサービス

向上にあるのです．

今後は，中央省庁も含めた行政業

務の連携に向けて，独自システムを保

有せずに電子行政サービスを実現でき

るクラウドコンピューティングに注目が

集まっています（図８）．コスト削減

効果やスケーラビリティといった従来

のクラウドのメリットはもちろんですが，

公共サービスなど社会基盤に適用でき

るレベルを実現するためには，信頼性

と安全性を重視することが不可欠です．

このようなニーズにおこたえするために，

NTTグループでは，「安心・安全なク

ラウド」というコンセプトのもと，強

みである高品質なネットワークとの組

み合わせによるクラウドコンピューティ

ング基盤の研究開発を進めています．

■教育の充実

少子高齢化が進んでいく中，資源の

少ない我が国にとって，教育・人材育

成は重要です．明治維新であれだけ早

く西欧列強に追いつき，戦後の焼け野

原からいち早く経済復興をとげたのも，

教育のおかげだと思っています．ただ，

現状は，家庭教育からはじまって，小

学校から大学，そして企業までのそれ

ぞれの段階で，さまざまな問題を抱え

ています．

ICTは教育の質の向上や教育機会の

充実に役立ちます（図９）．「百聞は

一見に如かず」といいますが，例えば，

地理の勉強をするのに，現地のリアル

な映像をPCで見ながら学習すれば，生

徒にとって分かりやすいし，より関心

を持って学習できます．

また，家庭学習でも，Webサイト上

で動画や音声を使った詳しい解説を何

度も繰り返し見ることができる，自分

の苦手分野に合わせて練習問題をつ

くってくれる，ブログを使って先生や

他の生徒と交流できるので学習意欲が

高まるなど，ICTならではのメリット

があります．

NTTグループでは，ブロードバンドを

活用したアプリケーションサービスの１

つとして，「N-Academy（エヌ・アカ

デミー）」というネットスクールを開始

しました．ブロードバンドの双方向性を

活かした著名な先生による手厚い指導

と，受講者間のコミュニケーションが可

能であることが特長で，料理や生け花

といった趣味，スポーツ，ビジネスなど

幅広い分野の講座を提供しています．

■地球環境保護

鳩山首相がCO2の排出量25％削減

図８　安心・安全なクラウドによる電子行政サービスの実現 

・クラウドの利活用による電子行政サービスの実現には，利用者の安心・安全が鍵 
・高度なセキュリティ・信頼性を持つクラウドコンピューティング基盤を開発中 
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という目標を発表しましたが，この目

標達成に向けて，ICTサービスは重要

な役割を果たし得ると考えています．

１つは，「Green by ICT」で，さま

ざまな分野におけるICTの利用促進に

よって，社会全体のCO2削減に貢献す

ることです．もう１つは，「Green of

ICT」で，ICT自体のCO2排出量削

減に向けた取り組みです．

（1） Green by ICT

ICTの積極的な利活用による社会全

体の省電力化に貢献できる例として，

「スマートグリッド」を紹介します（図

10）．電力と通信が連携することで，

消費電力の「見える化」による省エネ

効果をはじめ，電力の需要と供給の最

適化や再生エネルギーの導入促進など，

エネルギー利用効率の向上が期待でき

ます．

また，情報機器だけでなく家電や健

康器具など，あらゆるものがネット

ワークにつながるホームICTにNTTも

取り組んでおり，これらを組み合わせ

れば，スマートグリッドの効果がより

一層大きくなると思います．

（2） Green of ICT

ICT自体の省電力化に向けた，先端

的な研究開発の取り組み例をいくつか

紹介します（図11）．

将来の高速大容量光ネットワークを

目指した「光パケットルータ」技術の

研究開発を行っています．ルータにお

ける電気処理を大幅に削減することで，

低消費電力化が実現できます．また，

フォトニック結晶を用いた「光ビット

メモリ」の開発に成功しました．超小

型で集積化が可能であり，低パワーの

光で動作をすることから，将来の実用

的な光メモリの実現に道を拓くものと

期待できます．さらには，「板バネの微

細な振動で計算を行う半導体素子」

の研究開発にも取り組んでおり，非常

に小さな消費電力のコンピュータの実

現に向けた要素技術として期待でき

ます．

その他の省エネ施策としては，NTT

グループの事業活動におけるCO2排出

量削減に向けて，ソーラーシステムを

中心とした自然エネルギーの発電・利

用を促進する施策「グリーンNTT」を

グループ一丸となって推進しています．

2010年２月１日現在，事業用ビルな

ど全国約120カ所で３MW規模の自然

エネルギー発電システムが稼動してお

り，2012年度までには総発電設備容

量を５MW規模まで拡大させることを

目指しています．

デジタル技術の活用により，学習意欲や学力の向上が期待できる 
① 広範で正確な情報を瞬時に活用できるため，学習教材の質，量の充実が図れる 
② ICTによるビジュアルと動画イメージ等を活用して，学習効果が高まる 

図９　教育分野におけるICTの利活用イメージ　 
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■安心・安全なICTの利活用に向けて

以上，ICTの利活用によるメリット

を述べてきましたが，例えば，国家レ

ベルの「サイバーテロ」から，組織レ

ベルの「情報漏洩」，個人レベルの

「ウイルス」など，さまざまな領域で深

刻なリスクが生じているのも事実です．

ICTのさらなる発展のためには，これ

らのマイナス面に対して，さまざまな

取り組みをトータルで行う必要がある

と考えています．

個人・ユーザサイドでは，より安

心・安全にネットを利用するためのモ

ラル教育が重要ですし，事業者サイド

では，フィルタリングやウイルス対策

なども施されています．NTTグループ

がNGNを構築しているのも，品質と

セキュリティが重要だと認識している

からです．そして，国や自治体レベル

では，さまざまな啓発活動や場合に

よっては法の規制も必要になるでしょ

う．いずれにしても，技術面，制度面

そしてモラル面を含め，さまざまな角

度から対策を講じて，ICTのプラスの

面を安心して活用できるような仕組み

をつくっていくことが，ICTの発展に

は欠かせないと考えています．

グローバル展開

国内市場が飽和していく中で，さら

なる経済成長の促進と，企業のグロー

バル化をサポートする観点から，ICT

をグローバルに展開していくことが重

要となっています．NTTグループでは，

日本での実績とノウハウをベースに，

総合的なICTソリューションやサービ

スをグローバル企業の皆様に提供して

います．

また，研究開発の面では，世界に先

駆け開発した技術を，国内ベンダや海

外キャリアと連携し国際標準にするこ

とで，日本のICT産業のグローバル展

開をサポートしています．例えば，

NTTが開発した，曲げに強くて径が細

い低摩擦光ケーブルの需要が海外でも

高く，日本メーカの海外販売を後押し

しています．

こうしたR&D成果のグローバル展開

を下支えする日々の国際標準化活動で

は，ITU-Tなどで，NTTグループの多

くの人材が，責任ある立場で活躍して

います．

加えて，グローバルな規模での連携

（仲間づくり）を行って，世界の先頭

集団の一員として積極的に牽引してい

く営みも重要です．具体的な例として，

FTTHに導入しているGE-PONの海外

展開を進めており，これまでに，東南

アジアを中心とした現地キャリアと技

術交流などを実施し，中華電信（台

湾），PCCW（香港），TOT（タイ），

図11　革新的技術による低消費電力化 

将来的にネットワークやコンピュータの消費電力を抜本的に低減できる 
可能性を持つ光パケットルータ技術や光メモリ技術に取り組んでいる 
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図10　エネルギー利用効率の改善 　　　　 
　　　～日本におけるスマートグリッド～ 

エネルギーインフラとICTインフラが連携して，電力供給をICTに
より最適に制御・運営することで，再生エネルギーの導入促進，
エネルギー効率の向上を実現 

（a）従来の電力供給 （ｂ）エネルギーインフラとITインフラの連携 
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HNT（ベトナム），GTS（南アフリカ）

等にてGE-PONを採用いただいていま

す（図12）．

新たな社会システムの創造に向け

たR＆Dの方向性

最後に，NTTグループのR＆Dが目

指す方向性について紹介します（図

13）．

まず，サービス面では，iコンシェル

のような個々の利用者にパーソナル化

されたサービス，また，お年寄りや障

がいのある方々のコミュニケーションを

サポートするような利便性の高いサー

ビスの提供に向けて研究開発を進めま

す．そして将来的には，利用者の置か

れた状況や気持ちまでも認識し，TPO

に応じて分かりやすく翻訳・補完して

伝えることができるような，きめ細か

く，パーソナルで，柔軟性のあるサー

ビスの実現を目指します．

インフラでは，クラウドコンピュー

ティング基盤や，ネットワーク仮想化

といった柔軟性・拡張性の向上を進め

図13　R＆Dが目指す方向性 

重点的な取り組み 長期的な方向性 

パーソナルコンシェルジュ 
ユーザビリティの革新 
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ネットワーク仮想化 

CO2排出量の削減に貢献する 
革新技術の創出 

状況や気持ちを理解する 
しなやかなICTサービス 

さまざまな要求に迅速にこたえる 
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図12　海外通信キャリアとのリレーションシップ強化 

・海外通信キャリアからのインターンシップ受入などによるキャリアリレーションの強化 
・東南アジアを中心としたアジア地域を重点化 

【インド】　 
・FTTH技術セミナー実施 【香港】 

・PCCWにてGE-PON採用 

【台湾】 
・中華電信にてGE-PON採用 

【フィリピン】  
・PLDTにてGE-PON採用 
・NGN・光アクセスに関する 
　キャリアとの共同検討 

【ベトナム】　 
・HNT（VNPT傘下の地域会社）との 
  光アクセス共同トライアル，共同 
  事業実施（GE-PON採用） 
・NGNに関するキャリアとの共同検討 
・光アクセスに関するキャリアから 
　OJT受入 【インドネシア】 

・光アクセス・NGNに関するキャリア 
　からのOJT受入 
・NGNに関してキャリアとの共同検討 
・NGN＆FTTH技術セミナー実施 

【タイ】  
・TOTにてGE-PON採用 
・NGN技術セミナー実施 
・NGNに関してキャリアと共同検討 

【マレーシア】　 
・光アクセスに関するキャリア 
　からのOJT受入 

【シンガポール】　 
・NGN＆FTTH技術セミナー実施 

【南アフリカ】　 
・GTSにてGE-PON採用 
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ていきます．こういった中で，例えば，

トラフィックの急増や故障発生時には，

即座に新たな経路を再構成して途切れ

なくするといったように，ネットワーク

の状態を自ら判断して，利用者やサー

ビスプロバイダの要求に迅速に対応で

きるような自律的ICTインフラの実現

を目指して，研究開発に取り組んでい

きます．

そして，環境です．直流給電や燃料

電池など個々の技術革新に取り組むと

ともに，オープンイノベーションを通じ

て，電気自動車なども含めた他の産業

やさまざまな環境技術とICTとの連携

による新しい社会システムを形成し，

エネルギー制御や効率的利用に貢献す

ることを目指します．

以上の取り組みの中では，次世代に

向けて種をまき，育てるという目的か

ら，例えば，光伝送技術，暗号理論，

ナノデバイス，量子情報処理や脳科学

に至るまでの基礎的・先端的な研究に

ついても，引き続き積極的に実施して

いきます．

そして，グローバル展開も含めて推

進しながら，人・社会・地球に価値を

提供できるような研究開発を通じて，

豊かな未来の実現に貢献することを目

指します．

こうした研究開発を進め，その成果

をマーケットに取り入れることで，ICT

は個人・企業・社会のさまざまな分野

と融合し，経済成長に寄与するだけで

なく，新たな社会システム・ビジネス

モデルを創造して社会的課題を克服し

ていくことができると考えています（図

14）．

その際，利用者の目線に立って，シ

ステム全体として使いやすい仕組みを

うまくつくり込んでいくことが大事で

あり，そうすることで，ICTが社会生

活の中に広く浸透し，多くの人がその

恩恵を得ることができるのです．言い

換えれば，最先端の技術が社会全体に

どのような付加価値を提供できるのか，

が大切です．そういう意味でもNTTの

R＆Dが果たすべき役割は，ますます

重要になってくると考えています．

NTTグループの今後の取り組み

NTTグループは，安心・安全で

オープンなブロードバンド・ユビキタス

ネットワークをさらに発展させるととも

に，さまざまな皆様とのコラボレー

ションを通じて，新しい，利便性の高

いサービスを創造し，経済の発展と社

会的課題の解決に貢献していきます．

図14　ICT利活用による新たな社会システムの創造 

行政，教育，医療などの分野で ICTを利活用した社会システムの実現に向けて貢献 
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