
経済を牽引するICT

円高やデフレなど，経済情勢はまだ

厳しい状況が続く中で，第３四半期の

決算を見ていると企業の業績は回復傾

向にあると思われますが，この流れを

牽引しているのは，スマートフォンの

普及と新興国の成長だといわれていま

す．特に，スマートフォンの拡大は予

想を上回る勢いでした．NTTドコモで

も2010年度の販売目標を年間30万台

と見込んでいたものを，第３四半期の

決算では250万台へと上方修正し，

2011年度は600万台を見込むなど，

その普及スピードは非常に急速です．

米国の調査会社の発表では，2010年

10～12月期に，スマートフォンの世界

出荷台数がPCの出荷台数を上回った

とのことです．

ICTの大きな変化

■サービスの融合，市場の再構築

あらゆる分野でサービスの融合が進

んでいます．スマートフォンやタブレッ

ト端末と無線LANの拡大により，場

所を選ばずにさまざまなサービスが利

用可能となり，固定と移動の融合もま

すます進んできました．そして，

GoogleやAppleなど，端末とコンテ

ンツ・アプリケーションをセットで提供

する新しい垂直統合のビジネスモデル

がグローバルに続々と出現しています．

■利用者参加型，パーソナル化

利用者参加型・双方向型のソーシャ

ルメディアが大きな影響力を持つよう

になりました．特にFacebookの利用

者は６億人に達する勢いです．チュニ

ジアやエジプトに端を発する中東・北

アフリカ諸国の民主化の動きでも，

Facebookが大きな要因だといわれて

おり，政権を倒すほどの力を持つよう

になりました．

また，パーソナル化ということで

は，NTTドコモの「iコンシェル」な

ど，サービスもますます広がっています．

■「所有」から「利用」へ（クラウ

ド化）

クラウドコンピューティングもグロー

バル規模で拡大し，我々が無意識のう

ちに利用している状況になるなど，シ

ステムの「所有」から「利用」への流

れが加速しています．

このようなパラダイムシフトが，ボー

ダーレスにグローバルレベルで急速に

拡大しているのです（図１）．

サービス創造グループを目指して

こうした動きの中で，ネットワーク

基盤整備に取り組んだ結果，光の普及
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変化するグローバル市場における
NTTグループの取り組み

本稿では，ICTの利活用促進を支える研究開発，およびグロー
バル事業拡大に向けたNTTの取り組みについて紹介します．本記
事は，2011年2月21～23日に開催された「NTT R&Dフォーラム
2011」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
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が進むとともに，NGNのエリア展開も

おおむね完了するなど一定の目途がた

ちました．モバイルでは，ほとんどが３

Gとなり，さらにLTE（Long Term

Evolut ion）サービス「Xi（クロッ

シィ）」を2010年12月より開始しまし

た．こうした世界最先端のブロードバ

ンド環境のうえで，多彩なサービスを

展開することがNTTグループの次なる

課題であり，成長戦略として４つの柱

を打ち出して取り組みを進めています

（図２）．

次に，この成長戦略を掲げた中で，

取り組んでいるR&Dの方向性を紹介

します．

R＆Dによるイノベーション

■R&Dの取り組み分野

NTTのR&Dは，大まかに次の４つ

の分野で進めてきております（図３）．

① 通信基盤技術：光伝送技術，

大規模ネットワークの監視・分

析，仮想化技術など

② 新しいサービス関連技術：クラ

ウド基盤，３Dエンコード技術，

ホームICT，セキュリティ技術など

③ 革新技術：電子光材料，暗号

など

④ 環境・サービス品質向上：環

境エネルギーなど

NTTでは，ICTイノベーションによ

る社会的課題の解決や豊かな生活の実

現を目指し，R&Dの成果によって，

サービス創造グループへの取り組みを

先導する役割を果たしていきたいと考

えています．

■R&Dの意義

世界に誇る日本のブロードバンド環

境は，長年にわたる光通信の研究，例

えば，経済化や施工簡便化の技術開

発など，広範囲なR&Dの成果による

ものです．IP化の進展に伴って自社開

発中心から市販品をベースにした開発

も増えており，また，ハードウェア中

心からソフトウェアのウエイトが高まる

など，研究開発のアプローチに変化は

ありますが，我々キャリアがR&Dを持

つ意義として，１つには，オペレーショ

ンを含めたトータルでのネットワークに

ついて，サービス性・経済性の追求と

図２　成長戦略の４本柱 

ソリューション 新分野 IP系 

ユーザニーズに対応した 
ソリューションビジネス 
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サービス創造グループを目指す 

図１　ICTの大きな変化 
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キャリアグレードの品質・信頼性とを

両立させるイノベーションを生み出す

こと，もう１つは，利用者の利便性を

高めるために，さまざまなサービスを創

造するとともに，その多彩なサービス

とネットワークとの高度な連携を実現

させるイノベーションがますます必要と

なっていることです．

■ICT利活用の促進が重要

ところで，ブロードバンドと一口に

言っても，光だけでなくCATVもあり，

無線系もあります．海外ではむしろモ

バイルを中心に進んでいます．その良

い例が米国で，今後５年以内に次世

代無線ブロードバンドの人口カバー率

を98％にすると言っています．

日本のブロードバンド環境は世界最

先端であり，総務省によると，ADSL

等も含めた世帯カバー率は99.1％，30

Mbit/s以上の超高速ブロードバンド

では91.6％となっています（2010年３

月末時点）．

一方，諸外国と比べて，行政・医

療・教育といった公共サービス分野で

ICTの利活用が遅れており（図４），

早急な取り組み強化が必要です．こう

した利活用が進むことでブロードバン

ドのインフラもさらに普及する，つま

り，「インフラ整備」と「利活用の促

進」はブロードバンド普及拡大のため

の「車の両輪」なのです．

■活力ある社会・豊かな未来

ICT利活用について，具体的なイ

メージを紹介します．

（1） 行政サービスの利便性向上，見

える化

今の行政サービスは，その多くが紙

による申請が必要であり，また，縦割

り行政のために情報連携がうまくでき

ていません．ICTを徹底的に活用して，

利用者目線のワンストップサービスや

プッシュ型サービス，国民自身による

個人情報のコントロールなど，生活の

利便性を飛躍的に向上させるとともに，

行政の効率化を図ることが可能です．

（2） 健康・医療情報の連携

病院内はもちろん病院間でも，セ

NTT R&Dフォーラム2011 基調講演

NTT技術ジャーナル 2011.48

図３　R＆Dのカテゴリと目指す方向性 
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キュリティを確保しながらクラウドを活

用してカルテなどの情報連携を行い，

地域医療の質を向上させることが可能

です．NTTグループでは，遠野市や栗

原市での遠隔健康相談，関東病院で

の電子カルテ・地域医療連携トライア

ルなどを実施してきました．政府の

「どこでもMY病院」構想をはじめ，全

国民が地域を問わず，質の高い医療

サービスを受診できることが目標です．

（3） 教育スクウェア×ICT

先生が教えやすく，生徒が興味を

持って楽しみながら学びを深める教育

環境をつくりたいという想いから，「教

育スクウェア×ICT」プロジェクトを

立ち上げました（図５）．2011年度から

全国４自治体の公立小学校の計８校，

引き続き中学校も対象としてフィール

ドトライアルを始めます．学校内はも

ちろん，学校と家庭間，学校と学校間

をネットワークでつないで，新たな教

育の姿をトータルで提供していきます．

なお，以上のような公共サービスで

のICT利活用を促進するためには，

信頼性と安全性が重要です．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，高機能な

ネットワークと組み合わせて，幅広い

セキュリティ技術などを備えた社会情

報連携基盤の構築に向けた研究開発

を進めています（図６）．

（4） 環境負荷削減に向けた研究

開発

ICTのトラフィックが幾何級数的に

増加し，通信設備が増え，それに伴っ

て電力消費量も急増する中で，環境負

荷の低減に向けたR&Dが重要になっ

ています（図７）．

① Green of ICT：ICT自体の省

電力化に向けて，ルータやサーバ

などの省エネ化，データセンタの

仮想化技術や空調効率化，直流

給電などの研究開発に取り組んで

います．

② Green by ICT：ICTの利活用

図５　教育スクウェア×ICT
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によって社会全体の省電力化を図

るもので，例えば，電力インフラ

やスマートメータも含めた，トー

タルで最適運用を行うスマートコ

ミュニティの実現に向けた研究開

発に取り組んでいます．

NTTでは，「NTTグループ環境ビ

ジョン（ THE GREEN VISION

2020）」を策定し，2020年度には

CO2の排出総量を2008年度に比べて

15％以上削減する目標を立てて，取

り組みを強化しています．

グローバルビジネスの拡大

グローバル事業における取り組みの

中から，コンシューマ向けのモバイル

事業と，法人向けのSI/NI事業につい

て紹介します．

■モバイル事業

全世界の携帯電話契約数は2010年

末には50億を超えて，固定系の12億

を大きく上回っています．特に，アジ

アやアフリカなど経済成長が著しい新

興国ほど顕著で，モバイルならではの

サービスも普及しています．このよう

に急成長しているモバイル市場に対し

て，NTTドコモでは以下の取り組みを

進めています（図８）．

（1） 成長国を中心としたネットワー

ク事業の展開

アジアを中心とした成長国について，

顧客基盤を持つ現地キャリアへの出資

や提携を通じたネットワーク整備等を

進めています．今は音声収入が大半で

すが，今後の経済発展に伴うデータ通

信収入などが期待できるため，こうし

た成長市場を取り込む考えです．

（2） 付加価値サービスの展開

ネットワーク整備が進んだ成熟国で

は，付加価値サービスの拡大強化を

図っています．例えば，すでに買収し

たドイツのネットモバイル社のプラッ

トフォームを活用し，NTTドコモの

iチャネルやマンガなどのコンテンツを

世界中から集め，今度はそこから世界

各国に配信しています．国や地域を問

わず，さまざまなコンテンツを提供で

きるプラットフォームサービスを軸に，

図７　環境負荷削減に向けた研究開発 
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クラウド時代ならではの海外展開を進

めていきます．

■法人向け事業

新興国など成長力のある海外市場の

需要を見込んで，企業活動のグローバ

ル展開・進出のスピードは加速する一

方です．こうした中で，ICTが複雑に

連携したビジネスプロセスに関するソ

リューションが求められるようになって

きました．また，高度化・複雑化する

ICTの基盤管理をアウトソースする，

つまり，クラウドを活用する流れも広

がっています．

グローバル企業の事業展開をお手伝

いする観点から，サービスラインアッ

プの充実とエリアカバレッジの拡大を

グローバル事業の戦略の柱として，積

極的なM&Aを推進してきました（図

９）．思った以上にグローバル化が速

く進み，多様化するお客さまニーズに

対して自社だけでは提供できなくなっ

てきたためで，例えば，企業ニーズの

高いSAP等の専門的アプリケーショ

ンのスキルを有するCirquen t社や

itelligence社，さらに昨年のKeane

社のM&Aを通じてスピーディに補完

してきました．また，オフィス内の

LAN構築，運用，保守なども含めた

顧客接点での迅速なサポート力が重要

になるとともに，現状ではカバーでき

ていない新興国でのサービス提供を補

完するために，Dimension Data社を

買収しました．

こうした事業拡大を進めてきたことで，

例えば，世界30カ国に展開する東南ア

ジアのエネルギー関連企業や，アジア15

カ国に拠点を持つ米国の製薬企業から

相次いで受注をいただくなど，M&A

の具体的な成果も出始めています．

■今後のグローバル事業の拡大

総合的なICTソリューションやサー

ビスをグローバルに展開してきた結果，

2007年度は20億ドルだった海外売上

を，2010年度には40億ドルと倍増に

できる見込みです．さらに2011年度以

降は，単純合算で約80億ドル，グルー

プ各社の事業シナジーを最大限に発揮

して2012年度には100億ドルを目指し

ます．

デ ィ メン ジ ョン ・ デ ー タ 社 

図９　サービスラインナップ，エリアカバレッジの充実 
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NTTコミュニケーションズ 

Dimension Data

図８　モバイルビジネスの海外事業展開 
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また，海外従業員数も買収後は約

４万人，グローバル企業の顧客数は約

１万社となる見込みで，今後もグロー

バル事業の拡大に伴って，その数を増

やしていきます．

■真のグローバルプレーヤを目指して

さまざまな経営リソースやM&Aによ

り獲得したビジネス基盤をベースに，

上位レイヤからネットワーク，さらに

オフィス内のLAN環境まで含めた，

トータルとしての「つなぐ力」を強み

として積極的に展開し，これまでのと

ころはグローバル事業を順調に伸ばし

てくることができました．

しかし，本当の意味でのグローバル

化に向けては，これからが重要な局面

になります．今後のクラウド時代のメ

インプレーヤとして，真のグローバル

企業になるためには，以下の取り組み

が必要です（図１0）．

① 顧客基盤のグローバル化：海外

企業の買収によって増加した約１

万社の顧客基盤をベースにクロス

セルを進めるとともに，事業シナ

ジーを発揮してグローバル企業や

各国の大企業を新たな顧客として

取り込む．

② 人材のグローバル化：日本に来

ている留学生の採用や現地採用の

増員，現地社員の日本派遣，日

本人社員の海外派遣，買収した

海外企業間での交流などを通じ

て，人材のグローバル化を進める．

③ マネジメントのグローバル化：

各社の経営の自主性，自律性を

尊重するとともに，NTTグループ

全体のグローバル事業戦略やマネ

ジメント等について，ガバナンス

確保を図る．

④ サービス面：顧客のグローバル

化により，サービスに対する要求

の多様化が顕在化しており，多様

で柔軟なサービス基盤を整え，

ユーザニーズにこたえていく．

⑤ R＆Dのグローバル化：コアコ

ンピタンスの１つであるR&Dのグ

ローバル化を，これまで以上に本

格的に推進する．

■グローバル展開に資するR&Dへ

グローバル事業展開を支えるうえで

不可欠なR&Dのグローバル化につい

て，詳しく述べます（図11）．

（1） グローバルビジネスに向けた先

進的R&Dの推進

R＆Dの成果を具体的なかたちでグ

ローバルビジネスに展開することです．

これまでも，曲げフリー光ファイバや

細径低摩擦インドア光ケーブル，光コ

ネクタなどは世界市場で高いシェアを

取っていますし，映像エンコーダはオ

リンピックやワールドカップの中継で各

国の放送局が使っています．世界最先

端のブロードバンド・ユビキタス関連

技術や，クラウド，セキュリティ等の

R&Dプロダクトについて，今まで以上

にグローバル市場を意識し，買収した

海外企業との連携強化も含めて，積極

的に展開することが急務です．

（2） 国際標準化やデファクトスタン

ダード獲得に向けたR&D推進

FTTH（Fiber To The Home）の

PON（Passive Optical Network）

をはじめとする光技術，映像符号化や

IPTVの技術仕様，暗号方式など，こ

れまでも成果を挙げてきた標準化活動

を引き続き推進することはもちろん，

グローバルビジネスに直結して収益拡

大につながるデファクトスタンダードの

獲得に取り組む必要があります．

図10　真のグローバルプレーヤを目指して 
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（3） 社外の有望な技術の積極的活

用によるR＆Dの加速

標準化されたIP技術が中心となり，

ビジネスモデルの変化も急速な中で，

R&Dにおいても，今まで以上にアンテ

ナを高くして世界の動きや情報を収集

し，必要なものは取り入れ，融合させ

るなど，スピード感のあるR&Dに結び

付けることが重要です．

さらなるR＆Dの飛躍に向けて

世の中全体がグローバル規模で急速

なパラダイムシフトの真只中にありま

す．こうした中で，多くの企業では，

研究開発部門の競争力を高める動き

がみられますが，NTTのR&Dも例外

ではありません．

（1） 事業の動向に対応した迅速・柔

軟なR&D

事業構造もどんどん変化しています．

成長事業に照準を合わせるなど，事業

動向に応じて迅速かつ柔軟にR&Dも

変化していくことが，より一層必要で

す．例えば，モバイルのウエイトが高

まっている中で，NTT持株の研究所と

NTTドコモの研究所との連携をさらに

強化し，トータルなR&Dに舵を切って

いく必要があります．また，ネットワー

ク中心から上位レイヤサービスのウエ

イトが高くなっていることもあり，

R&Dで取り組む分野の比重やバラン

スを適宜見直していくことも重要です．

（2） R&D成果提供の早期化，事業

会社とのさらなる連携強化

事業会社との連携を，より密接に，

スピード感を持って取り組むことも重

要です．これまでも，研究開発と事業

化の間にある「死の谷」克服のために

プロデュース制を導入してきました．人

材面でも，研究所と事業会社との間の

交流だけでなく，開発成果と人材を一

緒に事業会社へ持っていき，そのまま

そこで活躍してもらうという「直流」

も進めてきました．今後もこうした取

り組みを加速し，より初期の段階から

ビジネスを意識して事業会社と連携す

るなど，R&Dの成果をスピーディに世

の中に提供することが必要です．

（3） R&Dの多様性確保による競争

力の強化

同時に，R&Dの多様性を確保して，

競争力の強化を図ることも不可欠で

す．「フェロー」「上席特別研究員」

「特別研究員」を設置して革新的・先

端的な研究にも力を入れていますし，

外国人研究者の採用を増やしたり，国

内外を問わず大学や他企業とのR&D

連携を強化することも必要です．異分

野との出会いによってイノベーション

が生まれます．多様化，複雑化が急速

に進む時代に柔軟に対応するためにも，

R&Dの多様性を確保することが競争

力の強化につながります．

NTTグループの今後の取り組み

コアコンピタンスの１つであるR&Dは，

国内市場はもとより，今まで以上にグ

ローバル市場に積極的に進出し，R&D

の成果を収益性の高いビジネス・サービ

スとして世の中に出していくことで，事

業に貢献することが重要です．私ども

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，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を通じ

た「活力ある社会・豊かな未来」の実

現に貢献していきたいと考えています．

図11　グローバル展開に資するR＆Dへ 

・R＆D技術・プロダクトの海外展開 
・海外出資会社とのシナジー効果による 
　新たな価値創造 

グローバルビジネス 
に向けた先進的R＆Dの推進 

・国際競争力を意識したR＆D 
・ベンダ等と連携した国際標準化 
　活動の推進 

国際標準化活動と 
R&D推進 

世界中の有望な技術を積極的に 
活用する等によるR＆Dスピード 
の加速 

先端技術のさらなる活用 
によるR＆Dの加速 


