
キャリアR&Dの意義とミッション

■取り巻く環境の変化

近年，ネットワークを取り巻く環境

は激しく変化しています（図１）．IP

プロトコルはコアネットワークの統合を

加速しました．アクセスネットワーク

でも，従来，独立に考えてきた固定と

モバイルを，相互に連携させてサービ

スを創出することが重要になっていま

す．この背景には，シームレスなサー

ビス環境に対するお客さまニーズや，

固定とモバイルの両方で共通に利用で

きる端末の増加があります．情報通信

の進化のドライバも，従来のネットワー

クからサービスや端末に変化してきま

した．それに伴い技術の移り変わりは

ますます速くなっています．同時に，

NTTグループ全体の設備や研究開発

への投資の比重も，ハードウェアから

ソフトウェアへ移ってきました．クラ

ウドに代表される情報システムも，所

有から利用へ，その形態を大きく変化

させています．またこうした激しい変

化に対応するための研究開発戦略に

は，さまざまな面でオープン化やグ

ローバル化が欠かせなくなっています．

■NTT R&Dのミッションとキャリア

R&Dの意義

こうした激しい環境の変化の中で，
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NTT R&Dフォーラム2011 基調講演
イノベーションへのたゆまぬ挑戦

キャリアR&DとしてICT（Information and Communication
Technology）サービスの維持，発展を支え，さらなるイノベー
ションに挑戦するNTT R&Dの取り組みを紹介します．本記事は，
2011年2月21日～23日に開催された「NTT R&Dフォーラム2011」
での，篠原弘道NTT取締役研究企画部門長の講演を基に構成した
ものです．

し の は ら ひ ろ み ち

篠原 弘道

NTT取締役研究企画部門長

図１　取り巻く環境の変化 
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NTT R&Dも，通信キャリアのR&D

としての意義を問われる時期にありま

す．NTT R&Dの基本ミッションには，

お客さまに良いサービスを継続的かつ

経済的に提供するという観点から，①

サービス・ネットワークの持続的発展，

②競争優位性の確保・企業価値の向

上，③新たなビジネス・産業の創出，

④技術トレンドをベースとした“ビジョ

ン”の提示，の４点が挙げられます．

この基本ミッションと，昨今の環境の

変化をかんがみると，NTTがキャリア

としてR&Dに取り組む意義には，７

つのポイントがあると考えています．

まず１番目には，ネットワークセ

キュリティ，トラフィック，品質，信

頼性，EMC（Elec t r oMagne t i c

Compatibility）等，情報通信シス

テムの根幹を堅持するための研究開発

があります．また２番目には，ネット

ワークを健全に保つための，シビルシ

ステム，保守・試験・運用技術への

取り組みが挙げられます．これらは共

通して，環境の変化に左右されること

なく，従前の取り組みを継続していき

たいと考えています．例えば，地中の

管路を洗浄・再生し，新たなケーブル

収容スペースを創出する管路再生技術

のように，とかく上位アプリケーショ

ンが注目される現在においても，情報

通信システムの根幹・基盤を支える取

り組みはキャリアとして重要であると

考えています．

３番目には，サービスの持続的発展

を支えるネットワークを構築するため

の取り組みが挙げられます．今後の

ネットワークアーキテクチャ・マイグ

レーションを考えるうえで，サービス・

設備投資戦略と整合したシステム開発

や市中製品の活用技術が欠かせなく

なったように，環境の変化に伴い，取

り組みを大きく変化させるか，または

さらに強化することで成果の最大化を

図りたいと考えています．例えば，光

アクセスの研究開発（図２）において，

2000年にFTTHをサービス開始するま

での，約30年にわたる最初の研究開発

では，物品コストの低減化に取り組み，

サービス開始後は，一転してメタルに

比べて取り扱いの難しい光ファイバの

開通コストの経済化，開通時間の短

縮化に取り組むことで，1 000万を超

える大量開通を実現しました．今後は

多くのお客さまに，安定してサービス

を提供するための保守・運用の容易化

に，さらに重心を移していく必要があ

ると考えています．またNGNは，従来

とは異なり，市中製品を活用した開発

でしたが，キャリアR&Dとして，IP技

術の利便性・経済性と，電話技術の

サービスに応じた信頼性・安全性とを

融合させることに成功しました．ネッ

トワークマネジメント分野でも，市中

製品の保守インタフェースの差分を吸

収するElement Management Sys-

tem（EMS）基盤を開発することで，

トータルのオペレーションコストを低

減する取り組みを進めています．

４番目は，ネットワーク機能を活用

した価値の高いサービスの実現です．

近年，ネットワークはダムパイプで良

いという議論もありますが，キャリア

R&Dとしては，ネットワーク機能を有

効に活用することで初めて実現できる

機能や，より価値の高まるサービスの

開発に注力すべきと考えています．地

上波デジタル放送をIP同時再送信する

サービスは，センタ側のリアルタイムで

の高品質映像トランスコード技術と，

ネットワークの帯域保証によるIPマル

チキャスト技術が連携することで，電

波の放送と同等の品質で経済的なサー

ビス提供を実現しました．このような

ネットワークと連携したサービスの開

発は，さらに強化していきたいと考え

ています．

５番目は，急増するソフトウェア資

産を経済的に維持，高度化する技術

の開発です．従来のソフトウェアを利

用したプロダクト開発に加えて，ソフ

トウェアの“使いやすさ”を向上させ

図２　光ケーブル・ファイバ接続技術の変遷 
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る研究開発に取り組んでいきたいと考

えています．また６番目として，キャ

リアビジネスの領域を拡大するため，

安心・安全なクラウド基盤技術とクラ

ウド向けサービスの開発や，光通信デ

バイスの医療機器応用等，新分野へ

の技術応用を進めていきます．

最後に，ネットワーク・システムに

変革をもたらすデバイス・物性科学研

究や，サービスに変革をもたらすコミュ

ニケーション科学等，最先端研究の取

り組みが挙げられます．これらは，

NTTのビジネスに，技術トレンドを

ベースとした長期的なビジョンと，持

続的発展の礎をもたらすことから，今

後も継続して取り組んでいきたいと考

えています．

最近のR&Dトピックス

最近のR&Dの具体的な取り組みに

ついて紹介します．

（1） スーパーハイビジョンIP伝送技術

NTTの高速・高信頼のIP伝送技術

と放送技術とを組み合わせることで，

世界で初めて共用グローバルIPネット

ワークでスーパーハイビジョンのライブ

中継を実現しました（図３）．今後も，

放送と通信の連携によって，よりお客

さまの利便性を高める研究開発に取り

組んでいきます．

（2） Web検索におけるサービス展開

Web検索では，より便利で，使い

やすく，ユーザが欲しい情報に早くた

どり着くことができるよう，サービスの

高度化に取り組んでいます．クチコミ

要約技術は，ある商品に関する複数の

レビューを自動的に要約し，ユーザが

一目で評判の概要を把握できるように

するもので，本技術を採用した日本初

のサービスが2011年１月からgooラボ

（実証実験サイト）で公開されています．

（3） 100 G超光伝送技術

ネットワーク上のトラフィックはます

ます増大し，超高速・大容量の伝送

システムの研究開発は重要な取り組み

となります．現在，NTTのネットワー

クでは1.6 Tbit/sの容量を持つシステ

ムを運用しており，近い将来には10

Tbit/s級のシステムが実用化されよう

としています．これに対しNTTでは，

2010年３月に69.1 Tbit/sを記録する

など，今後も，将来のトラフィック量

の伸びを見極め，それを根幹で支える

超高速伝送技術の開発に取り組んで

いきます．

（4） １Gbit/s無線：マルチユーザ

MIMO伝送

現状，宅内ネットワークには有線や，

無線，PLC等，さまざまな伝送方式

が混在していますが，お客さまに柔軟

にサービスを利用いただく観点からは，

無線が将来の本命技術になると考えて

います．従来，無線伝送は，周波数

が有限であるために，光伝送ほど速度

が出ないと考えられていましたが，

NTTでは無線電波をビームフォーミン

グし，同一周波数を複数端末で共有

する技術により，2010年８月，世界

で初めて1.62 Gbit/sの伝送速度を実

現しています．

（5） フォトニック結晶

通常の物質は，その結晶が，電子の

波長と同程度の周期構造（約0.1 nm）

を持っているために，電気を通すこと

でさまざまな特性を示します．同様に，

光の波長と同程度の周期構造（約100

nm）を人工的につくったフォトニック

結晶は，光との強い相互作用を通じ

て，光の絶縁体，スローライト，負の

屈折率等，新奇な物性を示すことが明

らかになっています．これらの特徴は，

将来的に光デバイスの超小型化，超低

エネルギー化，高機能化につながると

期待されます．NTTでは消費エネル

ギーが420 aJ＊１の世界でもっとも低消

費電力の超高速光スイッチや，世界最

小の8.8 fJ/bit＊２の低エネルギーで情
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“安全に”： 
高速リアルタイム暗号化技術
暗号鍵の管理・配信技術 
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※ スーパーハイビジョンの撮像・表示・符号化技術はNHKが担当し，共同で伝送実験を実施． 

図３　スーパーハイビジョンIP伝送技術 

“確実に”： 
　　高速誤り訂正技術 

世界初，共用グローバルIP実験網によるスーパーハイビジョンライブ中継 
～大型スポーツイベント等を臨場感ある高精細な映像で 

国際伝送しパブリックビューイング～ 

SHV 
プロジェクタ 復号装置 

＊1 a（アト）は10－18倍の単位．
＊2 f（フェムト）は10－15倍の単位．
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報伝達可能なレーザ等，世界最先端

の成果を創出しています．

（6） 五感インタフェースの取り組み

コミュニケーション科学の最近の取

り組みでは，従来知られていた視覚や

聴覚の補完現象と同様の現象を，触

覚においても観測しました．後述する

ように，コミュニケーションにより自然

な感覚を実現するためには，こうした

五感情報の伝達にかかわる基礎的知見

の探求は重要になると考えています．

（7） グリーンR&Dの取り組み

2010年11月にNTTグループはTHE

GREEN VISION 2020という環境ビ

ジョンを発表しました．R&Dとしては，

特に低炭素社会の実現に向けた，自社

のCO2削減（Of  ICT）と，社会全体

のCO2削減（By ICT）において大き

な貢献を求められており，多面的な取

り組みをしています．

さまざまな先端技術を組み合わせて

トータルで電力消費を低減させる取り

組みの例としては，DEMS（Energy

Management System for DCs）技

術が挙げられます．発電・給電技術，

サーバ・空調協調運転制御技術，仮

想化サーバ制御技術等を総動員するこ

とで，今後需要が増大するデータセンタ

の低消費電力化に取り組んでいきます．

システムレベルでは，FTTH（Fiber

To The Home）で使われているPON

（Passive Optical Network）システ

ムの省電力化が挙げられます．通常，

常に電源を入れた状態で使われている

ONU（Optical Network Unit）に

おいて，お客さまが通信をしていない

ときに，最低限の機能だけを残して，

それ以外の通電を停止することで，端

末数が多く，全体の電力量に占める比

率が高くなるアクセスネットワークの消

費電力削減に寄与します．

デバイスレベルでは，微細な板バネ＊３

（厚さ：1.4μm）に，周期的な電圧

を加えて微細な振動（約10 nm）を発

生させることで，ANDやOR等の演算

処理を複数同時に実行できるナノ機械

ロジック技術に取り組んでいます．こ

うした技術が発展し，将来，ナノマシ

ンコンピュータが実現されたときには，

消費電力は100分の１程度に低減でき

ると期待されます．

こうした研究開発の取り組みのほか

に，自らの業務のグリーン化を進める

ため，昨年のR&Dフォーラムにおいて，

ICT会議化とテレワークの取り組み目

標を発表しました．2010年４月から

の取り組みの結果，ICT会議化はほぼ

目標を達成したのに対し，テレワーク

は実績が目標の６割程度にとどまって

います．今後，制度・運用と，ICT

ツールの両面から，目標達成に向けて，

取り組みを強化したいと考えています．

サービス創造に向けた次なる展開

■安心・安全なクラウド

日本では，FTTHの展開等，他国

と比較して，ブロードバンド環境の整

備は進んでいますが，ICTサービスの

利活用は必ずしも十分とはいえません．

そのために，社会的課題の解決への取

り組みは重要であり，基盤技術として，

安心・安全なクラウドが必要になると

考えています．

NTT R&Dのクラウド基盤への取り

組みは，①大規模処理基盤の提供，

②さまざまなデータの収集，③蓄積さ

れたデータの加工・分析，の３つに分

類されます．これらの結果としてクラ

ウド上に創造された知識を活用するこ

とで，企業活動を高度化し，個人の

活動を豊かにし，社会的課題の解決に

資することを目標としています．一方

で，クラウドをより広く活用するには，

安心・安全なクラウドの実現が重要で

あり，ネットワーク機能と連携した安

心・安全な通信に加えて，クラウド内

のセキュリティ技術やオペレーション技

術にも取り組んでいます（図４）．

例：ターゲット広告，マーケティング
需要の先読み 

例：疫学，医療，教育，農業，
都市計画，ITS

例：行動支援，健康管理，パーソナル
コンシェルジュ 

図４　クラウド基盤への取り組み 
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NTTクラウド基盤 

＊3 金属薄板の持つ弾性変形によるエネルギー
吸収と，復元によるエネルギー放出を利用
したバネ．
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データ証跡管理技術は，クラウド中

のデータ移動やデータへのアクセスを監

視することで，データの改ざんや不正

アクセスの防止に寄与します．またイ

ンテリジェント暗号技術は，従来，１

対１だった暗号化と復号化の対応関係

を，属性ロジックに従って１対nの対

応関係へ拡張することを実現しました

（図５）．この暗号技術を用いてクラウ

ド上のデータを暗号化することで，セ

キュリティの確保と，柔軟なアクセス

制御の両立が可能となります．

■新しい価値提供のかたち

ICTの利活用促進には，社会的課

題の解決以外にも，R&Dとしてさら

なるイノベーションに取り組む必要が

あると考えています．近年，さまざま

なICTサービスが普及し，ネットへの

ユーザ参加が進んだ反面，ネット上に

は玉石混交の情報が氾濫し，一部先

進ユーザ以外の一般ユーザは煩雑で混

乱した印象を持っていると感じます．

またネット上の経済性や効率性の追求

は，サービスのグローバル化，標準化，

集約化を進め，一部プレイヤによる市

場支配の状況を形成しています．

こうしたICTサービスは多くのユー

ザベネフィットを提供しながらも，平

均的なユーザ像に対し，ネット上の

ユーザ行動を統計平均して得られる情

報を価値提供することが多く，すべて

のユーザのニーズや嗜好には必ずしも

マッチしていないと感じています．した

がって，今後，ICTサービスを通じた

価値提供は，ユーザ背景や文脈を意識

し，グローバルな中でも，ユーザ個々

にローカライズ，パーソナライズされた

ものになる必要があると考えています

（図６）．

■新しいコミュニケーション表現

端末技術におけるタッチパネルやユー

ザインタフェースの発展は，スマート

フォンやタブレット端末の普及を促進

し，一般ユーザのICTサービスに対す

る敷居を大きく下げました．しかしな

がら，コミュニケーション表現という

観点では，映像の高精細化や3D化の

流れにみられるように，一部先進ユー

ザニーズの追求が主流で，一般ユーザ

やチャレンジドの使いやすさには必ずし

も十分な配慮がなされていないと感じ

ます．

NTT R&Dでは，コミュニケーショ

図５　インテリジェント暗号技術（述語暗号） 
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図６　新しい価値提供のかたち 



特
集

NTT技術ジャーナル 2011.4 19

ンを臨場感に富んだものにする，とい

う最終目標に対し，２つのアプローチ

から取り組んでいきたいと考えていま

す．１つはこれまで重点を置いてきた，

最先端の技術で現実をよりリアルに再

生する「スーパー」臨場感というアプ

ローチです．超高精細映像や，自由視

点映像等の現在の取り組みを継続して

いきたいと考えています．一方で，人

間が実際に五感を通じて取得している

情報がそれほど多くないことを考える

と，人がリアルと感じることと，現実

をリアルに再生することは，必ずしも

一致しないといえます．そうした意味

で，五感や感情の理解を中心とした認

知科学を通じて，人がリアルと感じる

ように再生する「メタ」臨場感のアプ

ローチが，今後，より重要になると考

えています．これらのスーパーとメタの

両方の臨場感を組み合わせることで初

めて，自然な感覚の追求や，ICTリテ

ラシやハンディキャップを補完したコ

ミュニケーション表現が実現できると

考えています（図７）．

■シームレスなネットワーク

ネットワークにおいても，速度・帯

域，品質・信頼性等の面で，ユーザに

さまざまな選択肢が提供されるように

なりました．こうした多くの選択肢を，

お客さまの要望に応じて，より便利に

使っていただくためには，シームレスな

通信環境の実現や，経済的かつ迅速

なサービスの提供が重要となります．

具体的には，従来，ネットワーク階

層やサービスごとに別々に構築・運用

されてきたネットワークを，クラウドと

仮想ネットワークを組み合わせた構成

とし，ネットワーク機能やリソースを

必要なときに必要なだけ使用可能とす

ることで，サービス性や経済性，コス

ト弾力性を高めることが可能であると

考えています（図８）．

■イノベーションの方向性

これまでのR&Dの大きな方向性を概

観すると，ブロードバンド普及期では，

グローバルスタンダードに沿って，効

率性や利便性，経済性が追求されて

きました．今後，ICTサービスを，お

年寄りから子どもまで，幅広いお客さ

まに，十分に利活用していただくため

には，こうした取り組みに加えて，パー

ソナリゼーション，ローカリゼーショ

ン，ダイバーシティを向上させるよう

なサービス・ネットワークの研究開発

に重心をシフトしていく必要があると

考えています（図９）．

図７　新しいコミュニケーション表現 
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さらなる発展のための取り組み

■NTT R&Dスピリッツ

新たなイノベーションの創出に対し

ては，永年培ってきた，以下の３つの

スピリッツを改めて研究者１人ひとり

に刻み込み，新たな取り組みを重ねる

ことで，さらに発展させていきたいと

考えています．

① 極める：将来の事業や社会のイ

ンパクトを見極め，信念を持って

技術を極める．

② 責を果たす：日本のICTサービ

スに対する強い責任感を持って任

にあたり，それを成し遂げる．

③ 高めあう：チームワークと連携

の両輪で新たな価値を生み出す．

■最先端技術研究の加速・強化

NTT R&Dのもう１つの強みに多様

性が挙げられます．NTTには約3 000

人の研究者がおり，取り組んでいる技

術分野，技術開発のフェーズは多岐に

わたります．こうした多様性を組織全

体の成果に結び付けるために，昨年来

「６つの役割」を定義し，個々の役割

を明確にすることで，技術開発の活性

化を図ってきました（図10）．

この取り組みの一環として，優秀な

研究者をマネジメント業務から解放し，

最先端研究で世界をリードする役割を

明確にするため，従来の２名のフェロー

に加えて，新たに３名の上席特別研究

員を任命しました（図11）．こうした

取り組みを通じ，NTTが基礎研究の

分野でトップを走り続けられる体制を

構築したいと考えています．

■R&Dのスピード化・効率化

従来，NTT R&Dは主に自らの見識

で研究開発を進めてきましたが，昨今

の急速な環境変化にあっては，事業か

ら遠い立場の研究所が，刻々と変化す

る事業ニーズに十分にこたえられない

場面が増えてきました．そこで昨年来，

コア研究の段階から事業ニーズを反映

する仕組みの導入や，早い段階で事業

会社と共同開発を開始する等，具体

的な営みを進めてきました．今後は，

外部との連携先も含め，さらに強化し

図９　イノベーションの方向性 
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図11　最先端技術研究の加速・強化 
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ていきたいと考えています（図12）．

■グローバルビジネス展開に向けた

R&D

グローバルな取り組みとしては，従

来，各国の主要通信キャリアとの標準

化等における連携や，基礎研究分野を

中心とした海外研究者との共同研究を

進めてきました．近年は，NTTが世界

に先駆けて導入・運用している，

NGN，FTTH，IPTV等の最新技

術・サービスを，各国に展開していく

営みを強化しています．

また通信キャリア以外のパートナに

対する取り組みも進めています．例え

ば，昨年のチリの鉱山落盤事故におい

ては，鉱山，マイニング向けのICT

サービスを提供するNTTの現地合弁会

社Micomo社が，光ファイバや無線技

術を活用して，作業員の救出に大きく

貢献しました．

今後は，ディメンジョン・データ等

の海外グループ会社や出資会社とのシ

ナジー効果を重要視していきたいと考

えています．グローバルな事業ニーズ

に従って，研究開発のターゲットや方

向感を見直し，新たな価値創造に取り

組みます．また，視野をグローバルに

広げ，世界中の有望な技術を積極的

に活用することで，自前主義に陥るこ

となく，R&Dをさらにスピード化する

仕組みを，早期に構築したいと考えて

います．

お わ り に

NTT R&Dは，①幅広い技術開発

の取り組み，②キャリア視点でのイノ

ベーション創出，③グローバル化に向

けた体制強化，の３つの柱と，内外と

のオープンイノベーションを通じて，世

界のICTイノベーションセンタとして

次々と新しい価値を創出すべく，取り

組んでいきます（図13）．

図12　R&Dのスピード化・効率化 
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