
ICTの普及とR&Dの役割

■ブロードバンドの発展

日本のブロードバンドは，FTTH，

CATV，DSLを合わせた固定系の合計

での世帯普及率で63％に達していま

す．NTTの研究所では30年以上前か

らFTTHの実現に向けてさまざまな分

野の研究に取り組んできましたが，

2000年ごろにFTTHサービスを開始す

るときにはADSLで十分ではないか，

との意見が大半でした．そうした状況

でも，研究者は将来においてもっとも

良いものは何かということを思い描き，

どのようなステップで近づけば良いのか

を考え，研究に取り組んできました．

その結果として，FTTHのエリアカ

バー率は90％にまで達し，設備的には

十分に整備されたといえる段階になり

ました．国際的に比較しても日本はブ

ロードバンドサービスの速度および料

金面で世界のトップクラスになりまし

た．しかし，最近では加入者数の伸び

が大きくないという声もあります．こ

れはFTTHならではのサービスが不足

しているためと考えています．このた

め，これからはブロードバンドの利活

用，FTTHにふさわしい新たなサービ

スの創造が重要になると考えています．

■社会的課題へのICT利活用

近年，少子高齢化や学力の低下，

地球温暖化などが社会的課題として顕

在化しています（図１）．少子高齢化

の進展に伴う課題として，医療の充

実，高齢者の社会活動支援，育児・

介護と労働の両立支援などが重要とな

りつつあります．医療に関しては，地

域によって医師の密度の差が大きくな

りつつあることから，都市部の中核病

院と地方の診療所の間での連携，予防

医療による受診総数の抑制，先端医

療技術の習得支援が重要となります．

また，教育に関しては，生徒・児童の

学力の国際順位が近年下がっており，

学力レベルの低下に歯止めをかける必

要があります．地球環境問題に関して

は，温室効果ガスの人為的排出量が，

自然の吸収量を上回る傾向にあり，地

球の平均気温の上昇を抑制するために

CO2排出量の削減は国際的な課題と

なっています．

こうしたさまざまな社会的課題につ

いてICTがその克服に大きな役目を果

たすことが期待されています．これか

らのICTへの期待としては以下に示す

ような点があります．

①　生活・仕事のサポート

・情報を探すツールとしてのICTか

ら，個人の特性や状況に応じた情

報をさりげなく示し，よりよい生
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活・仕事をサポートするICTへ

②　国際競争力の強化

・グローバルにビジネスを展開する

企業の生産性を向上するICTへ

③　コミュニケーションの促進

・情報の流通から，信頼の流通を支

えるICTへ

・人の気持ちを推し量り，人種・性

別・世代・文化・環境などの違

いを超えて，相互理解・感情の理

解を助けるICTへ

④　環境の改善

・ICT自体の環境負荷低減ととも

に，社会全体の効率化によるCO2
排出量削減に寄与するICTへ

■NTT R&Dの役割

こうしたICTへの期待を実現するた

めに，NTT R&Dは魅力的なサービス

の創造や高度なICTインフラの提供に

よってNTTグループの事業に貢献する

研究開発にとどまらず，社会全体に与

える価値を見据えた研究開発を推進

し，「豊かな未来」の実現に向けて取

り組んでいきます（図２）．社会にど

のように貢献していくのかを考えるう

えでは，我々の将来のビジョンに基づ

いて研究開発を進めていくことが必要

と考えています．また，技術分野が多

面的に広がっていく中でタイムリに市

場変化に対応していくために，自前主

義に陥らずに，自らの強みと外部の強

みをうまく組み合わせて活用するオー

プンイノベーションがこれまで以上に重

要になります．このため，プロダクト

自体を開発する活動と，核となるキー

技術を創出する活動は，意識して役割

を分けて取り組むことが必要と考えて

います．NTT R&Dはさまざまな役割

を通じて豊かな未来の実現に貢献して

いきます（図３）．

サービス創造・インフラ高度化を

実現するプロデュース活動

サービス創造・インフラ高度化の実

現に向けたプロデュース活動について

取り組みを紹介します．

（1） ホームICT基盤

NTT R&Dでは多種多様な家庭内

機器とネットワークを接続して新たな

サービスを提供するホームICT基盤の

実現に向けて取り組んでいます．さま

ざまなサービスが共通して利用する，

家庭内機器の発見・設定や，安全な

リモートアクセスなどの共通機能を

HGW（Home Gateway）/SGW（Service

Gateway）上に配備することによっ

て，お客さまはサービス利用において，

安心・安全と簡単さを両立できるよう

になります．サービス事業者は，ホー

ムICT基盤を活用することによって容

図１　顕在化する社会的課題 
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易に新しいサービスを提供できます．

また，この共通基盤上で複数サービス

が連携することで新しいサービスの創

出を可能にします．

2009年11月に，ホームICT基盤の

テストベッド環境上でサービスの提供

に向けた技術検証を共同で実施してい

くことを，トライアルに参加するパー

トナ５社とともに発表しました．今後

もホームICTサービスの実現に向けて

さまざまなサービス事業者とともに取

り組んでいきます．

（2） デジタルシネマ・ODS

NTTの高セキュリティ・高信頼の

デジタルシネマ配信技術を適用した国

内初の商用配信サービス「PURE

CINEMA（ピュア・シネマ）」を実現

し，2009年には初の商用配信を行い

ました．非常に高いセキュリティが要

求される映画コンテンツを保護しながら

ネットワークを用いて配信するために，

NTT R&Dの技術が活かされています．

また，ODS（Other Digital Stuff/

Online Digital Source）と呼ばれる

映画以外のデジタルコンテンツについ

ても，デジタルシネマ配信ネットワーク

を活用したライブ中継の拡大など，普

及に向けて取り組んでいます．

（3） デジタルサイネージ

屋外や店頭などでネットワークに接

続した表示機器を使って情報発信す

る，デジタルサイネージの市場拡大を

ねらって，一般オフィスや小規模な商

業店舗でも使える廉価なソリューショ

ン・パッケージである「ひかりサイネー

ジ」シリーズを開発し2010年２月に販

売を開始しました．

NTT R&Dではネットワーク接続型

のデジタルサイネージの普及・拡大を

目指して，デジタルサイネージ・プ

ラットフォームの事業化に取り組んで

います．

（4） 映像コーデック

バンクーバーオリンピックの国際映

像配信においても，研究所の技術を活

用した映像コーデックが世界各国への

配信に活用されています（図４）．

夢のある将来ビジョン

■R&Dの描く豊かな未来

NTT R&Dは，豊かな「こころ」，

豊かな「経済」，豊かな「地球」の実

現に向かって取り組んでいきます．世

界中の70億人がつながり，分かり合え

るコミュニケーション・バリアフリーな

社会（豊かなこころ），365日・24時

間・ワールドワイドに安心してビジネ

ス活動を継続できる社会（豊かな経

済），環境にも人にも優しいICTサー

ビスに包まれた社会（豊かな地球）を
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図４　バンクーバーオリンピックの映像配信を支える技術 
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キーワードとして，豊かな未来を描い

ています．

（1） 豊かな「こころ」

・生活：働き続けながら，介護・子

育てができる，温もりある生活ス

タイルを実現

超臨場感技術と高い操作性を持っ

たインタフェースの普及により，場所

や時間によらずインタラクティブにコラ

ボレートすることが可能になります．高

齢者・障がい者の社会参加はもとよ

り，介護・子育てをしながらでも，オ

フィスとの共同作業により，働き続け

ることを可能にします（図５）．

・医療：生活状況の見える化と医

療機関連携で，病気を防ぎ回復を

助ける

自動的にデータ収集可能なセンサ類

の活用により，患者に負担なくさまざ

まなライフログが収集可能になります．

さらに，専門性の高い医療機関のカル

テ連携により，確かなデータと分析に

基づいた治療や保健指導が実現できま

す（図６）．

・教育：質の高い指導法や教材の

共有により，楽しみながら学習効

果を向上

教育クラウドを核として，生徒・学

生の遠隔討論や，教育者間でのカリ

キュラム・指導法の共有が進み，学習

効果の向上が期待できます．家庭でも

効果的な復習や補習が可能になります

（図７）．

NGN

図５　豊かな「こころ」① 
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（2） 豊かな「経済」

・企業：ICTリソース配分のフレキ

シビリティ向上で，グローバル展

開が拡大

ICTリソースの自律的配分技術によ

り，海外の拠点間で自動的にネット

ワーク帯域やCPUリソースの共有を最

適化します．大幅なコストダウンと効

率化を実現できます（図８）．

（3） 豊かな「地球」

・環境：ネットワーク家電の自律的

連携により，省エネと快適な生活

12

6

39

図８　豊かな「経済」 
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を実現

HGWを核としたホームICTの普及

により，情報機器や家電のメンテナン

スフリー化，自律的連携による待機電

力の低減が可能になります．体感計測

センサと連携した空調・照明の自動制

御で，快適性を向上させることができ

ます（図９）．

■豊かな未来実現のために強化する

技術の方向性

こうした利用シーンの実現のために，

R&Dとして強化すべき技術の方向性

は，上位レイヤでは，ユーザの状況や

気持ちを理解する“しなやかな”ICT

サービスをキーワードに取り組んでいき

ます．これに加えて，工学的な言葉で

もある「安全」を，心理的な言葉であ

る「安心」にまで高めるメカニズムを

追求していきます．また，PCを活用す

るような先駆的なユーザに加えて幅広

い層の方にも使っていただけるような

使いやすさの追求に取り組んでいき

ます．

さらに，ネットワークに関してはさ

まざまな要求に迅速にこたえる自律的

ICTインフラの実現を，環境について

はICTと環境技術の融合による新しい

社会システムの形成を目指して取り組

んでいきます．

（1） しなやかなICTサービス

情報の送り手と受け手の状況や気持

ちを理解することで，TPOに応じて柔

軟に，かつ利用者に優しいしなやかな

ICTサービスの実現を目指します．こ

のために，送り手の伝えたいことや置

かれている状況を認識する技術（場や

空気を読む），世代や文化的背景を考

慮して翻訳する技術（分かりやすく言

い換える），受け手のインタフェースに

応じて表示・補完する技術（優しく伝

える）を強化していきます．こうした

取り組みにより将来的には，バーチャル

コミュニケーションに不足しがちな深

層情報を補い，心の通い合うコミュニ

ケーションを実現していきます．

NTT R&Dでは視覚や聴覚によら

ないで情報を提示する技術に取り組ん

でいます（図１０）．人間の知覚特性を

利用して，携帯端末で「引っ張られる

ような感覚」を発生させる装置（ぶる

なび２）を開発し，視覚障がい者を所

定の経路へ誘導できるかの検証実験

を，消防局や盲学校と協力して行い，

有効性を確認しました．

（2） 自律的ICTインフラ

社会基盤としてサービス提供を継続

するための信頼性の向上（“常に”つ

ながる）や，お客さまが必要なときに

即座にサービスを提供するための迅速

性の向上（“すぐに”つながる）を目

指して，故障・災害や，お客さまから

の申し込みなどのさまざまな要求に対

して，自律的にこたえるICTインフラ

を実現するための研究開発を強化して

いきます．

自律的ICTインフラ実現に向けた取

図９　豊かな「地球」 
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り組みの一例として，高信頼なクラウ

ドアーキテクチャ技術に取り組んでい

ます（図１１）．

負荷の増大や故障によって発生する

QoS（Quality of Service）の低下

のお客さまへの影響を即座に検出する

リアルタイムQoS監視技術や，処理能

力に余裕があるデータセンタのサーバ

資源や必要なネットワーク帯域を動的

に割り当てる，動的リソース割り当て

技術の研究を強化していきます．また，

データセキュリティの高度化として，ク

ラウド環境において自分のデータがど

こにあるのか分からないと不安に感じ

る，という声にこたえるために，デー

タの属性に応じて保管場所の範囲を指

定（例えば国内に限定）することを可

能としたり，データがクラウドに分散

していても誰がデータにアクセスしたの

か証跡を記録することを可能とする技

術開発に取り組んでいきます．

（3） グリーンICT

社会活動・経済活動・資源活用の

無駄を減らし，低炭素・循環型社会

の実現に貢献するICTインフラの実現

に向けた研究開発を推進していきます．

ICTシステム自体のCO2排出量削減

（Green of ICT）とICTサービスによ

る社会のCO2排出量削減（Green by

ICT）の両面で取り組んでいくことが

重要と考えています．

Green of ICTに資するNTTの代表

的な研究開発の事例を図１２に示しま

す．コアネットワークについては，電

気で行っている処理をできるだけ光に

置き換えることで，抜本的な低消費電

力化をねらった光パケットルータに取

り組んでいます．現在はコアネットワー

クへの適用をねらっていますが，将来

的にはアクセス系にも展開してネット

ワークとしてのトータルの電力削減が

重要であると考えています．さらに，

装置数が非常に多いために全体の電力

図10　視覚や聴覚によらない情報の提示 
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図11　高信頼クラウドアーキテクチャ 
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量に占める比率が高くなるアクセス・

端末系については，デバイス等の消費

電力の低減とともに，使っていない時

間にはスリープモードにするなどのシス

テム方式上の技術革新によって低消費

電力化を実現していきます．

Green by ICTでは，人・物の移動

の削減や，物の消費の削減，エネル

ギー利用効率の改善や環境計測・環

境予測などにICTを活用することによ

るCO2の削減に貢献していきます．一

例として，スマートコミュニティにおい

ては，いくつかの家や事業所を含むコ

ミュニティ内で双方向にエネルギーの

流通を図ることが効率化のためには重

要です（図１３）．ICTを活用して太陽

光発電や電気自動車などの環境技術

を連携させることで，NTTが貢献でき

ると考えています．電力会社などの他

事業者と協力してスマートコミュニティ

の実現に向けて取り組んでいきます．

また，ICT利活用による環境負荷削

減の効果を“見える化”するため，

CO2排出量を定量化する環境影響評

価技術に取り組んでおり，日本国内だ

けではなくITU-Tでの国際標準化など，

海外にも積極的に提案を行っています．

Green by ICTをNTT R&Dが自ら

実践するために，ファシリティ整備

（ハード面），意識・行動変革（ソフ

ト面）の両面からの活動をグリーンオ

フィス宣言として推進していきます．

テレワークによる人の移動削減や，TV

会議による人の移動削減・紙の削減，

仮想化によるサーバ削減および環境負

荷の見える化による意識向上・行動促

進などに積極的に取り組んでいきます．

NTT R&Dとして高い数値目標を自ら

掲げ，半年ごとに達成状況およびCO2
の削減量を公開していきます．

インフラ高度化と世界最先端研究

■事業運用を見据えたネットワーク

系R&D

ネットワークに関しては，社会イン

フラとして全国に広がるネットワーク

を継続的に維持・発展させるための技

術開発，グローバル展開を見据えた技

術開発を行っています．今後のネット

ワーク運用には，①抜本的なネット

ワークコスト（OPEX/CAPEX）の削

減，②保守・運用の容易化，③低消

費電力化，④適応性の向上，⑤柔軟

性・拡張性の向上，が重要と考えて

います．具体的には，設備の施工簡易

化，メンテナス省力化，現地作業の効

率化に資する研究開発やエコロジー調

達のガイドライン作成などに取り組ん

でいます．

図12　環境負荷削減に向けた研究開発（Green of ICT） 
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■科学技術の将来を見据えた最先端

研究

世の中に革新をもたらす新たな技

術・方式の発見など，世界のセンタ・

オブ・エクセレンス（COE）を目指し

て最先端の研究開発を行っています．

例えば，さまざまな分野で世界初，世

界最高の研究成果をこれまでに生み出

した研究開発の事例としては以下の技

術があります．

① 光伝送：１本の光ファイバで

13.5 Tbit/s・7 200 kmの光伝

送（帯域距離積で世界最高レベル）

② 暗号理論：公開鍵暗号の安全

性の根拠である「素因数分解問

題」で世界記録を更新

③ 量子情報処理：世界で初めて

多機能基本演算を１つの素子で

実現した二量子ビット演算素子を

実現

④ 脳科学：人間が光沢を知覚す

る際の輝度の役割を解明

R＆Dのコラボレーション

曲げフリー光ファイバは，理想的な

光ファイバを追求していた研究グルー

プと，取り扱いやすい光ファイバに取

り組んでいた実用化を担当する研究グ

ループがコラボレーションすることで生

まれました．また，細い配管のマンショ

ンなどでも光ファイバの敷設を可能に

する細径低摩擦インドア光ケーブルは，

材料の研究グループと光ケーブルの研

究グループが連携して開発したもので，

NTT R&Dとして幅広いテーマに取り

組んでいるメリットを活かして実現で

きた成果の例です．

こうしたフェーズや分野が異なる研

究者間の連携によって新しい価値が生

み出されると考えており，基礎研究

（Research）と実用化開発（Devel-

opment）の間での連携や，研究所と

NTTグループ会社，ならびに社外の

パートナとの連携を推進していきます．

こうしたコラボレーションによって「想

像以上」の価値を生み出すことができ

ると考えています．

お わ り に

これまで通信は，電話を中心とした

電気通信の時代から，情報通信，そ

して情報流通の時代へと進化してきま

した．これからは経済，教育，医療や

環境などさまざまな分野とICTが融合

することで各分野での効用を最大化し

ていく時代になると考えています．

NTT R＆Dは，“こころまで伝わる”

コミュニケーションを向上させる最先

端技術によって豊かな未来の実現に貢

献し，想像以上の新たな価値に向けて

取り組んでいきます．
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EV 

EV 

EV EV 

図13　スマートコミュニティ実現に向けた貢献 
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