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◆PROFILE：1973年日本電信電話公社に入社．NTT民営化
関連業務，新規事業開発業務を担当した後，1988年NTT
データに異動．民間企業向け情報システムの企画開発，新
世代情報サービス事業本部長，経営企画部長，法人分野の
事業本部長等を経て，2005年代表取締役常務．2007年NTT
持株会社に異動し現職．

もはや日本の電気通信
事業者ではない
――グローバルICT
サービスカンパニーに

2011年，新春巻頭インタビューは，

NTTグループの「サービス創造」の推進に挑

み続けている宇治則孝NTT代表取締役副

社長です．すでに着手しているグローバル展

開，ブロードバンド・ユビキタス社会の発展

を支えるNTTグループの今年の戦略を伺いま

した．

View from the Top

トップインタビュー
宇治 則孝 NTT代表取締役副社長

いよいよ中期経営戦略が本格始動，
2011年は充実の年に

◆昨年は円高も進み，日本全体に明るいニュースが少な

い年でしたね．今年はどんな年になるのでしょう．まず

は抱負から聞かせてください．

確かに，昨年は円高による輸出の低迷や国内需要の伸

び悩みなど非常に厳しい年でした．しかし，景気が悪いか

ら，元気がない，活躍の場がないわけではありません．思

考や手法によって元気のある年にすることはいくらでもで

きます．例えば，私たちにはICTがあります．ICTのリー

ディングカンパニーとして，経済の発展や社会問題の解決

に向けて活躍できる場は豊富にあると思っています．

今年は，昨年まで取り組んできたサービス創造の加速

に加え，真のグローバル化の促進にも力を入れていきたい

と考えています．

世界的に「サービスの融合」と「パラダイムシフト」と

いう大きな流れの中で，さまざまなサービスが出現してい

ますね．通信回線を使った映像配信や携帯電話向けのワ

ICT（Information and Communication Technology）



ンセグなど，放送と通信の融合もその一例です．皆様ご

存じのとおり，クラウドコンピューティングによる「持つ」

から「使う」へのパラダイムシフトも進んできました．

このような，サービス融合やパラダイムシフトの源泉と

なる新しい技術やサービスは，さまざまなコラボレーショ

ンの中で生まれています．国内での異業種間などのコラボ

レーションはもちろんですが，国境を越えたさまざまなか

たちでのコラボレーションにより，技術，サービス，そし

て経済的にも大きく発展する，そんなチャレンジ精神を

持って臨みたいものです．

ブロードバンドネットワークのさらなる展開

◆大きな動きのある年になりそうですね．では，その取り

組みについて具体的にお話を聞かせいただけますか．

私たちは，ブロードバンド・ユビキタス社会の実現に向

け，NGN（Next Generation Network），FTTH（Fiber

To The Home）に代表される固定系，３G，LTE（Long

Term Evolution）に代表されるモバイル系のブロードバン

ドネットワーク普及に取り組んできました．長年培ってき

た光や無線の技術を活用し，さらにコスト削減に向けた

技術開発を進めることで，日本のブロードバンドネット

ワークは，世界でもっとも高速でかつ廉価なレベルになっ

ています．光のブロードバンドは日本全国の約90％をカ

バーしており，NGNの提供エリアも，2011年の３月まで

に既存の光のエリアをおおむね網羅する予定です．そして，

モバイル高速ブロードバンドとしてのLTE「Xi（クロッシ）」

は，2010年12月にサービスを開始しました．

我々のブロードバンドネットワークは，高速・大容量・

高信頼，低価格ということで，お客さまにご満足いただ

ける充実度だという自負はあります．しかしながら，それ

だけではいけません．さらに重要なことは，こうしたイン

フラを生かして，お客さまに対してどんな価値あるサービ

スが提供できるかということです．固定とモバイルのブ

ロードバンドネットワークを使ったサービス提供もどんど

ん進めていきます．

映像・ホームICT・クラウドの本格展開と
FMCの推進で新しい生活スタイルへ

◆現段階ではどんなサービスをお考えなのですか．

ブロードバンドを最大限に活用したサービスとして，映

像，ホームICT，そしてクラウド，これまでも推進してき

たこれらのサービスのさらなる充実と新たな種まきに挑み

たいですね．

光のIPネットワークを使った映像配信である「ひかり

TV」については，すでに利用者は120万を超えており，

2010年度末には140万に達成する見込みです．地上波デジ

タル放送の再送信，多チャンネル放送，VOD（Video On

Demand）などを利用していただいていますが，2010年は，

３D映像の配信や携帯などの端末を利用したリモート予約

サービス，BS放送のIP再送信を開始しました．2011年は，

研究所を中心として高品質のフルHDの３D映像配信など

の実証実験も始める予定であり，より便利で楽しいサー

ビスの提供を進めていきます．

また，ビジネスシーンでは，昨年，高品質な映像コ

ミュニケーションの共通ブランドとして「ひかりカンファ

レンス」を掲げ，その１つとして，NGNを使ったフルHD

品質のTV会議システム「RiscaVision」の提供を開始しま

した．高品質のネットワークと最新の映像符号化技術を

用いることで，まるで同じ空間を共有しているかのような

品質の高さを実現しています．さらに，より多くの人や場

所を高品質で結ぶ多地点接続の実現も進めていきたいと

思っています．今後は，一般ユーザへの提供も進めていき

ます．例えば，遠くに住む祖父母の家や孫のいる家庭を

結ぶなど，人と人，人と家族や地域とのつながりの拡大

にも役立てられると考えています．

ホームICTについては，2009年12月から大手家電メーカ，

オフィス機器メーカの方々をはじめとする多くの企業とア

NTT技術ジャーナル 2011.1 7



ライアンスを組み，共同実験をしておりましたが，基本的

な技術検証が完了したため，2010年11月よりフィールド

トライアルを開始しました．2011年の春以降いよいよ本格

サービス始動です．すでに提供している，PCやネット

ワーク機器の設定サポートやトラブル対応を遠隔から行う

リモートサポートサービスも順調に契約者数を増やしてお

り，今後ホームICTが家庭のコントロールセンタとなって，

ホームセキュリティ，映像の共有，医療・ヘルスケア，教

育，環境など生活の品質向上やさまざまな社会的問題の

解決に役立っていくと考えています．また，数多くの中小

の企業へもオフィスICTとして同じ技術で展開できるので，

推進していきたいものです．

そして，クラウドですね．ここにも注目していただきた

い．ご承知のように，NTTグループでは，クラウドを実現

するプラットフォームやネットワーク，さらにはパートナ

と連携してプラットフォーム上のアプリケーションを展開

してきています．

今，研究所では「オープン」「セキュア」「大規模」「分

散」「エコ」をキーワードに，クラウドの展開に向けて重

要な大規模分散処理基盤と運用管理技術を開発している

最中です．そして，2011年はこれらを含めた「R&Dクラ

ウド」を立ち上げ，まずはさまざまなサービスや技術の研

究開発に活用し，さらには事業会社，外部の研究機関と

も連携を取って，クラウドの利用拡大をしていきたいと考

えています．そしてこれらの実績と経験を法人向けクラウ

ドや，行政や医療・健康，教育の場へ展開し，安心・安全

な社会基盤クラウドに発展させていきたいと思っています．

◆どんどん生活が便利にそして楽しくなり，生活スタイ

ルが変わりそうですね．

そのとおりです．さらにはこれらの映像，ホームICT，

クラウドを発展させることで，お客さまは，場所や端末を

意識せずに自分が普段使っている環境へシームレスにアク

セスするというのが当たり前になる時代が近いうちにやっ

てきます．電子書籍などをタブレット端末で読むというこ

とも広がりつつありますが，学校や自宅のネットワークに

つながったPC，タブレット端末，外出先のスマートフォ

ンからでも，高品質の映像を使ったeラーニング，映画・

スポーツの視聴，レコメンドサービスなどが実現可能にな

ります．いちいち接続し直すというストレスは減少するで

しょうね．2011年は，ブロードバンドネットワーク，上位

レイヤのサービスや多種多様な端末も含めたFMC（Fixed

Mobile Convergence：移動体通信と有線通信を融合した

通信サービスの形態）がより重要になってくるでしょう．

さらなるサービス創造へ向け，
研究開発を加速

◆こうしたサービスはすでに素晴らしいものだと思いま

すが，まだ発展するのでしょうか．

サービス創造はエンドレスですよ．単にできるというこ

とと，それが使いやすく，かつリーズナブルに提供できる

ということは違いますから．携帯電話も，自動車電話か

らショルダー，そして携帯型となり，さらにファッショナ

ブルにもなりました．コンシェルジュやお財布ケータイな

ど，さまざまな機能がどんどん生まれており，今や携帯電

話から「ケータイ」となり，更には，スマートフォンの出

現も含め，社会生活のあらゆるところで使われるように

なってきています．

しかも，私がかつて想像していた以上のスピードでその

技術は発展しています．世界的にみてモバイルの契約者

数が固定を上回ったこと，ブロードバンドの速度や料金，

コンピュータの処理能力やメモリ容量，サーバに大変な量

のデータをアップロードできること，これらすべて驚くべ

きことです．技術的には可能であることは分かっていたと

しても，これだけ早く実現できたということは驚きですね．

◆では，提供する側のNTTにはそのスピードに追い付く

サービスの提供が求められているともいえますね．

そのとおりです．ですから，私は研究開発者には，「ス

ピード！」だと常に話しています．「今のスピードではダ

メだ，もっと早く！」と．世の中でサービスしているのが

NTTだけなら，このスピードでも良いのでしょうが，世界

のあらゆる企業が参画している市場であり，その分だけ多

くの技術革新が展開されています．
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中でも，クラウドの分野は注目されています．クラウド

サービスはコンピュータやネットワーク機器メーカ，ネッ

ト関連の新興企業，ソフトウェア業界からも参入してい

ますし，NTTのような電気通信事業社も参入するなど，

競争のメカニズムは大きく変化しています．だからこそ，

技術革新，競争ともにかなりのスピードを強いられる．お

客さまのための技術革新を進めながら，こうした競争にも

対応していく必要があります．

NTTは日本の電気通信事業者からスタートしています

が，グローバルにICTの技術とサービスを提供する事業者

でありたい．技術もさることながら，その技術をどう利活用

するかを熟知している，実際のサービスとして提供できる

存在でありたいと思っています．グループ全体で約6 000

名の研究者を抱えるR&Dは世界的にみてもトップレベル

の存在であり，NTTの競争力，成長力の源です．手掛け

ている研究や提供している技術の中には，なかなか上手く

進まないものもあるでしょう．時期尚早なものもあるかも

しれません．コストパフォーマンスや使い勝手の良さなど

は，お客さまや時代に合うものに改善していかなければな

らないのは当然なのですから，グローバルで競争しながら，

お客さまに良いサービスを提供するためにやること，でき

ることはまだまだあります．特に日本人は良い意味で要求

するレベルが高いのですよ（笑）．だから日本の技術は成

長しているし，グローバルの目線を持って，こうした技術

を世界へ展開するのは，良いシナリオだと思います．

グローバルICTサービスカンパニーを
目指して

◆そういえば，南アフリカで開かれたワールドカップでも

技術提供をなさったと聞きました．

2010年に南アフリカで開催されたワールドカップサッ

カーでの映像伝送装置のことですね．この装置は世界の

20の放送局で利用され，60カ国に高品質な映像を配信し

ました．冒頭にお話したとおり，これは，通信と放送とい

う，サービス融合の一例です．それから，チリの鉱山で発

生した落盤事故の救出現場でも私たちの技術をご利用い

ただいたのですよ．地下の様子を確認するために，TV電

話を活用したのを覚えていますか？　実はあれはNTTの

技術が利用されているのです．チリでやはり同じように鉱

山を所有している「CODELCO」という国営会社がある

のですが，このCODELCOとNTTは，NTTのR&Dプロダ

クトを異業種である鉱山業界に展開するために合弁会社

として「micomo」を2006年に設立しました．この

micomoが地上から開けられた穴に光ファイバを通し，TV

電話を設置したのです．もともと鉱山では落盤事故など

の可能性があるので，地下での安全管理や，通信手段は

必要であると考え，micomoを創設していました．その技

術が役に立ち，映像を使ったコミュニケーションが救出現

場で活躍したのは非常に嬉しいことです．

◆NTTの技術がグローバルに活躍しているのですね．では，

今後のグローバル戦略を教えていただけますか．

グローバルというキーワードでいえば，この円高の下，

海外企業とのM＆Aにも拍車がかかっていることは日本社

会のトレンドですね．これはNTTも同じです．また，日本

のマーケットはどんどん狭くなっていることも事実ですが，

企業を成長させるにはやはりグローバル展開は必須です．

成長しているマーケットは世界にはまだまだありますから，

そこを見逃す手はありません．NTTグループの海外売上

高の2012年度目標額をみても100億＄と，円から＄へと単

位自体も変えています．NTTが国内だけではなく，グ

ローバル展開していることが目に見える一例でしょう．

事実，M＆Aは積極的に進めています．2010年買収し

たDimension Data社は南アフリカで誕生した会社で，同

年秋にNTT持株のグループ会社になりました．南米，ア
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インタビューを通して

宇治副社長とお話をさせていただくのは今回が３回目．

毎回，温かくお迎えくださって，忌憚なきご意見と目か

らうろこの発想を提供してくださるのですが，「では，そ

の構想の核心を」と切り出すと，すらりとかわされてし

まいます．

しかし，全く嫌な感じがしないこの処世術はどこで身

につけられたのか，何か大きな転機や不遇の時代でもお

ありだったのかと伺いました．すると，「不遇の時代など

ありませんよ．確かに順風満帆ではなかったけれどね．ただ，どの時代も社内，社外多くの人に助けられてここまで

きました」と宇治副社長．

入社から今までを振り返っていただきながら，どんな過酷な道を歩んでいらっしゃったかを垣間見せていただきま

した．「1985年の民営化は大変革でしたよ．経営の変化といえば，NTTデータ，NTTドコモなどと分社化が進み，

再編成が進んだことだと若い人は思うかもしれませんが，それ以前にNTTは民営化という大きな波を越えてきました．

そのときは当時の総裁室企画室という部署で間近に体験しました．いずれにしても，ずっと“電話”にぶら下がって

いるだけではなく，新しいことをどんどん進めていこうといろいろな取り組みをしてきたことが，激動の中でも生き

抜いていける要因になっているのでしょう」と，言葉にすると本当に他人事のようですが，この間も常にビジネスの

中心を歩いていらしたのに，全く辛かったという言葉は出てきませんでした．

そんな宇治副社長のお名前を先日，日経新聞の交遊抄に見つけました．タイトルは『転職の恩人』，実はご自身が

お書きになったのではなく，恩人として宇治副社長のお名前が乗せられていたのです．後進は大切にしたいと常に思

っていらっしゃるという宇治副社長は，多くの方々の人生のキーマンになられているのでしょう．

仕事のやり方も，とらえ方１つ．日々をみつめる視点をまた変えていただきました．

フリカ，中近東，オーストラリアを含め世界中で事業展

開をしていますから，NTTに新しい風，マーケットをもた

らすでしょう．また，NTTデータの傘下となるKeane社は

アメリカでシステムインテグレーションを主要業務として

おり，NTTグループのアメリカでの事業展開のキーになる

でしょう．

NTTは，日本の通信会社ですが，今やグローバルなICT

ソリューションカンパニー，サービスプロバイダを目指し，

エリア，業務内容も広がっています．この大きな変化を機

にいよいよ本格的に世界に向けて動き出していきます．

NTTのように製造業ではない電気通信事業者が，ネッ

トワーク事業以外で，グローバルに展開し，業務内容も

広がっていくという意味では先進的であり，先駆的な活

動になります．NTTグループは，固定・モバイルの通信

事業に加え，上位レイヤサービス，ソリューション，建

築・電力，R&Dをはじめ，多面的なグループパワーを持

っていますので，それらの総合力を発揮していければと思

います．

ところで，電電公社からNTTへ変革するころに，『エク

セレント・カンパニー』という本を熟読しました．この本

のタイトル，「エクセレント」というのは現場主義と顧客

第一主義を指します．NTTもエクセレントカンパニー，

そして，個々の部隊もエクセレントでありたい．チャレン

ジする企業であり，顧客満足度の高い，リスペクトされる

会社を目指していきたい．今年は，ビッグチャレンジの年

です．研究所をはじめ，NTTグループ全体的に盛り上げ

ていきます．どうぞご期待ください．

（インタビュー：外川智恵／撮影：村岡栄治）


