
東日本大震災から1年

昨年３月11日の大震災ならびに，

それに引き続く津波によって，NTTの

通信設備は，建物の水没・損壊や，

通信ケーブルの管路等の通信用設備の

破断，移動体通信基地局のコンクリー

ト柱の倒壊など，甚大な被害を受けま

した．

通信サービスでは，震災直後に固定

系で約40万回線，移動系で約2 000

局の基地局でサービス障害が発生し，

その後，固定系では２日後，移動系

では翌日に，それぞれ約150万回線，

約6 700局に増加しピークとなりまし

た．これは津波による商用電源の供給

停止に対し，しばらくはNTT設置の蓄

電池や発電機で電力をまかなえたもの

の，時間の経過とともに蓄電池が放電

したり，発電機燃料が枯渇したりして，

サービス継続できなくなったためで

した．

■NTT R&Dとしての課題

こうした事態に対し，NTTグループ

で連携して，移動電源車や発電機燃

料を確保することでサービス復旧に努

めたわけですが，想定以上に長時間か

つ広範囲にわたる停電や，被災地以外

での計画停電への備えに課題が残りま

した．これまでは電力が安定的に供給

されることを前提に震災への備えを

行ってきましたが，今後は今回のよう

な事態も十分に考慮する必要があると

考えています．

また通信の早期復旧という観点で

は，特に避難所のような場所に対し，

例えば衛星通信の利用しやすさを高め

ることで，よりスピード感を持って対応

できなかったかという課題認識を持っ

ています．一連の課題を平時，発災直

後，発災後数週間という３つの時間軸

に分けて，NTT R&Dの課題認識を整

理すると図１のようになります．

■震災から１年間の主なR&D成果

このうち震災から約１年間の間に，

R&Dとして一定の成果が出せた主な

取り組みを紹介します．

（1） 長時間停電対応：商用電源が

ストップしてもつながるサービス

NTT局舎設備の電源とお客さまの

宅内機器の電源のうち，NTT局舎設

備に対してはバックアップ電源として，

従来の鉛蓄電池の数倍以上のエネル

ギー密度を持った新しい蓄電池の開発

に着手しています．宅内機器では，特

にFTTHのお客さま向けにONUを従

来の数ワットから2.5 W以下に低消費

電力化することで，家庭用PCのバッ

テリからUSBインタフェースを通じた

給電に実現の目途を立てることができ
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ました．

（2） 通信の早期復旧：リングネット

ワークの早期復旧の実現

今回の震災では本来リング状に接続

された状態で運用する機器を，復旧し

た部分から順次稼動可能な範囲で運用

を再開するという，いわば想定外の運

用を強いられました．こうした当初想

定外の運用に対しても，遠隔制御によ

り，柔軟に対応できるような機能開発

に一定の目途を立てました．

（3） 衛星通信の高度化：小型・軽

量で使いやすい衛星通信システム

従来の衛星通信システムの大きな課

題であった，衛星を捕捉する作業に熟

練スキルを要する点と，大型で移動が

容易でない点を解決した小型衛星通信

地球局の開発を完了しました．さらに

避難所間の通信を可能とするメッシュ

接続や，インターネット接続等のため

の広帯域化への対応を進めていきます

（図２）．

（4） 安否確認の高度化：使いやす

い・分かりやすい安否確認サー

ビス

今回も運用した安否確認サービスに

対し，誰もが利用でき，多様な安否情

報を１カ所から入手でき，さらにはテ

キストと音声の垣根なく，電話からも

PCからも同じ情報にアクセスできるよ

うにするという，３つの方向性で高度

図１　震災対応： NTT R&D としての課題認識 
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図２　小型・軽量で使いやすい衛星通信システム 
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化を進めています．

■これからのR&Dの取り組み

さらに今後特に注力していく中長期

的な取り組みについて紹介します．

（1） 通信基盤の堅牢化：震災に強

い基盤設備

マンホールや管路といった基盤設備

の震災対策については，1980年代か

ら継続的に研究開発を進めています．

阪神・淡路大震災を受けて，とう道の

接続部からの漏水・出水防止や，液

状地盤等における地盤の不等沈下対策

に取り組んだように，今回の震災を受

けて必要な対策に取り組みます．

（2） 状況変化への即応：しなやかな

ネットワーク

震災時にもサービスを安定してつな

ぎ続けるために，①被災地以外の通信

設備や被災直後には重要でないサービ

スを提供している通信設備から通信リ

ソースを融通するネットワークの柔軟

性の実現，②多重故障に対しても自動

的に復旧可能とする自律性の向上，③

障害復旧やトラフィック変動時のボト

ルネックを解消するフラット化，の３

点を強化します（図３）．具体的には，

ネットワークをあらゆる階層で仮想化

し，それらを自由に組み合わせて設

定・構築・運用可能とするフレキシブ

ルネットワーク技術の研究開発を進め

ます．

（3） 消費電力削減：Green R&D

（of ICT）

電力の問題に対しては，従来CO2排

出量を指標として消費電力のベースを

下げる研究開発を中心に進めてきまし

た．今回の震災を踏まえ，新たに商用

電源への依存度を軽減するためのバッ

クアップ電源・ピークカット電源強化

の取り組みや，さらには通信量と連動

して通信にかかわる機器すべての電力

消費量を適切に制御するデータセンタ

エネルギーマネジメント技術などの取

り組みを強化しています（図４）．

（4） 復旧・復興支援：社会基盤

サービスの展開

スマートコミュニティの実現に向け

て，HEMS，BEMSといった比較的

小さな単位でのエネルギーマネジメン

トに加え，各種の分散電源を協調させ
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図３　しなやかなネットワーク：“つなげ続ける”ために 
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図４　Green R&D（of ICT）の取り組み 
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たコミュニティ単位でのエネルギーマネ

ジメントの研究開発を進めています．

特にNTTの高セキュリティ・高信頼の

ネットワークと，情報のハブとなる高

性能・高機能なホームゲートウェイは，

サービスの実現に大きく貢献できるも

のと考えています．

さらに医療分野，教育分野，行政

分野のスマート化にも取り組んでいき

ます．宮城県仙台市荒井東地区，田

子西地区の土地区画整理事業に伴う

新たな街づくりや，福島県檜枝岐村に

おける福島医療ケアサービスにはNTT

グループで連携して参画しています．

課題先進国として，こうした営みを通

じて得られた技術や知見をグローバル

に広めていくこともNTT R&Dに課せ

られた課題です．

ICTコンバージェンスが創る未来

今回の震災は情報通信のあり方に多

くの問題を投げかけましたが，情報通

信の未来は，ICTによってあらゆる人

や，モノ，サービスが有機的に結合す

る，いわばICTコンバージェンスによっ

て，お客さまに一段上の安全性・安心

感と，新たな価値とをもたらす世界で

あると考えています．

こうした未来への道筋を考えるうえ

で，震災時のお客さまのご意見は大変

貴重なものでした．例えば，多くのお

客さまには災害伝言ダイヤル・伝言板

のユーザインタフェースは複雑で使い

にくいものでした．携帯電話やPC以外

のもっと馴染みのある機器からネット

ワークにアクセスしたいという声もあり

ました．また震災直後の電話が利用で

きない状況において，NTTグループが

基盤ネットワークを維持したことによ

り，メールやTwitterなどのさまざまな

通信手段が使えたことには一定の評価

をいただきました．

これらを踏まえると，①シンプルで直

感的なユーザインタフェース，②ユーザ

に意識させないネットワーク，③あらゆ

る端末がつながるプラットフォーム，④

信頼性の高いサービスプラットフォーム，

の４つのICTが，「any people」「any

device」「any network」「any ser-

vice」の４つの「any」をつなぐ世界

が，未来の情報通信の１つのかたちで

図５　ICTコンバージェンスが創る未来 
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はないかと考えています（図５）．

■シンプルで直感的なユーザインタ

フェース

ユーザインタフェースの高度化に向

けて，NTT R&Dでは特に音声処理，

言語処理，ICTデザインの３分野が大

切であると考えて取り組んできました．

最近では適応型の音声認識・音声合

成，音声認識時の雑音耐性の向上，

意味理解による統計的機械翻訳など

の研究開発に注力していますが，これ

らをさらに加速させることが，サービ

ス創造に向けたNTT R&Dの方向性で

あると考えています．

2012年１月より，沖縄と鳥取のろ

う学校で実証実験中のサービスに「こ

えみる」があります（図６）．先生の

発言をゲーム機器の画面上にテキスト

表示したり，ゲーム機器どうしをつな

げて筆談を可能としたりすることで，

聴覚障がいのあるお子様のコミュニ

ケーション環境をアシストするもので

す．この取り組みはTV番組で取り上

げられ，大きな反響をいただいていま

すが，これを単なるトライアルではな

く，実用化レベルにまで仕上げていく

ことが重要な使命であると感じてい

ます．

■ユーザに意識させないネットワーク

お客さまから見て，ユーザが意識し

なくてすむネットワークの要求条件に

は，①適切なアクセスに自動的につな

がること，②速度・帯域面でのストレ

スを感じさせないこと，③利用しやす

い料金であること，④端末を選ばずに

サービスを楽しめること，⑤どのよう

な状況でも特別なスキルなく利用でき

ること，の５点があると考えています．

こうした要求条件の実現に向けた１

つの方向性として，固定網と移動網の

連携・融合の検討を進めています．具

体的には，端末が固定，無線のいずれ

にも透過的にアクセスするとともに，コ

アネットワークがそれぞれの網に対し同

等の機能・性能を提供し，さらには固

定，無線のサービスサーバどうしが連

携することでさまざまなサービスが提供

できる環境を目指します．また，端末

とネットワークがより密接に連携する

ことで，災害時にネットワーク主導で

お客さまを適切な通信手段に誘導する

ネットワーク提案型のサービス制御に

ついても検討を深めていきます．

■あらゆる端末がつながるプラット

フォーム

スマートコミュニティのように多角

的な価値創造を目指すサービスを利便

性高く提供するためには，IP対応機器

のみならず，非IP対応機器やスマート

フォンも同様に接続し，区別なく連携

動作させることが重要になります．

NTT R&DではホームICT技術として，

ホームゲートウェイをハブとして，あら

ゆる電子機器を接続し，連携させるた

めの研究開発を進めています．例えば，

スマートフォンが自宅のWi-Fi圏外に

なったことでユーザの外出を検出し，

ドア鍵をロックしたり，電灯やTVなど

電源をオフにしたりするような機器連

携シナリオを，ユーザ自身で設定する

ことが可能になります．

■信頼性の高いサービスプラット

フォーム

サービスプラットフォーム技術とし

ては，1970年代のメインフレームに始

まり，PCやインターネット，ブロード

バンドの進展により，サーバクライア

ントやグリッドコンピューティングを経

て，現在はクラウドの時代にあります．

NTTとしてもさまざまなサービスを提

供する基盤として，クラウドは非常に

重要な技術であり，そのR&D戦略を

次章で詳しく紹介します．

NTTクラウドに向けたR&D戦略

「SCALE」

NTT R&Dのクラウド戦略を，以下

のNTTが目指すクラウドを特徴付ける

4 つのキーワードの頭文字から

「SCALE」と呼びます．
図６　特別支援学校ICT 「こえみる」 
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① Security：クラウドセキュリ

ティによる安全性

② Cost-effectiveness：オープ

ンソースソフトウェアの活用によ

る経済性

③ Agility：ビッグデータ処理の

迅速性

④ LEverage：ネットワーキング

も含めたトータル運用による付加

価値

■クラウドセキュリティ

セキュリティに対しては，攻撃を防

ぐブラックリスト構築・攻撃検知技術

や，情報を隠す暗号理論，痕跡を辿

るトレーサビリティ技術に代表される

セキュリティCoE（Center of Excel-

lence）としての技術開発と，これら

の技術を活用し着実に守っていくため

の解析・評価技術やノウハウを蓄える

運用強化の二面で取り組んでいます．

最新技術では，データファイルを断

片化・暗号化して，複数のサーバに分

散して保存する秘密分散技術がありま

す．分散保存されたデータは，万が一

その一部を何者かに盗まれても，元の

データを復元されることはありません．

逆に断片の一部がサーバの故障等に

よって失われた場合には，すべての断

片がそろわなくても元のデータを復元

することができます．これをさらに発展

させた秘密計算技術では，データを暗

号化したままで統計演算することがで

きるので，ユーザのプライバシを損なう

ことなく，ビッグデータ処理が可能に

なります．

これらの技術は，日本成人白血病治

療共同研究グループとの臨床疫学研究

に向けた共同研究で活用されています

（図７）．さまざまな病院から集まって

くる症例データをデータベース化し，患

者の個人情報を秘匿したままで医療統

計処理を可能にするシステムを世界で

初めて実現しました．今回，実用上十

分な速度性能を達成できたことから，

今後白血病以外の疫学研究や，その

他の分野への適用に目処を立てること

ができたと考えています．

■フルOSSクラウド

経済性の実現に向けてはオープン

ソースソフトウェア（OSS）を積極活

用したフルOSSクラウドの実現が鍵と

なります．一般にOSSの適用には機

能，品質が十分でないといった課題が

あるため，NTT R&DとしてはOSSセ

ンタという組織でOSSの高度化，品質

向上に取り組んでいます．クラウド総

体の競争力確保の観点からは，こうし

たOSSの取り組みに加えて，セキュリ

ティ，ビッグデータ，ネットワーキング

といったNTT R&Dの強みの部分を，

OSSではなく独自に実装することで差

異化していきます．

■ビッグデータ基盤

クラウド上のビッグデータ処理は，

価値ある知識の創造とその活用を通じ

て，企業，社会，個人のあらゆる活動

を支える新たなビジネスやマーケットを

創出できる可能性があり，NTTとして

も今後，より注力していく分野となっ

ています．

ビッグデータの処理基盤を支える技

術では，現状HadoopというOSSが主

流ですが，これは収集したデータを

いったん蓄積し，周期的にバッチ処理

する技術であり，処理結果のリアルタ

イム性に，言い方を変えると情報価値

の鮮度の良さに，やや欠ける部分があ

ります．NTT R&Dが新たに提案する

Jubatus（ユバタス）は，こうした処

理を，大規模かつリアルタイムに，機

械学習を用いて深く分析できるように

した技術です（図８）．Jubatusは

OSSとして提供され，新たなコミュニ

ティをつくることで普及を促進する戦
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図７　秘密分散・秘密計算技術の適用例 
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略をとっており，今後M2Mなどの新

しいマーケットにおける活用が期待さ

れます．

■クラウドとネットワークの連携

クラウドのサービスでは，初期構築時

のシステム開通処理や，通常運用中の

大量データバックアップ処理，障害や

性能逼迫等による要求性能変化への

対応，拠点移動や災害対策のための

物理構成変化への対応など，クラウド

の運用とネットワークの運用が一体と

して動作する必要がある局面が多く存

在します．NTT R&Dは，お客さまの

ネットワーク機器の設定を個々に変更

することなく，お客さまの要望に応じ

て，クラウドサービスを無中断で変更

するための研究開発に一定の目処をつ

けました．

例えば世界規模のクラウドサービス

において，障害発生や性能逼迫といっ

たイベントの発生や，BCP等のお客さ

まの要望に応じて，サービス処理を中

断することなくあるサーバから別のサー

バに移す技術を実現しました（図９）．

具体的には仮想ストレージコントロー

ラ，仮想サーバコントローラ，仮想

 

図９　ユーザサービスの“移せる化” 
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図８　リアルタイム型分析技術（Jubatus） 
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ネットワークコントローラがそれぞれ

サーバ，ネットワークと連携して，ラ

イブマイグレーションやスケールアウト

といった制御を実現します．

このようなクラウドの運用とネット

ワークの運用とを連携させたサービス

が，NTTの強みをもっとも発揮できる

アプローチであると考えており，将来

的によりフレキシブルな方向に進化す

るネットワーク機能を存分に生かし，

キャリアネットワークトータルでのサー

ビスオーケストレーションを実現してい

きたいと考えています（図10）．

さらなる発展に向けて

■サービス創造に向けて

サービス創造に向けた研究開発とし

ては，技術優位を競争優位とするパッ

ケージング，その際のユーザ視点の確

保・反映，最終的にサービス提供をタ

イムリに実現するスピード感が課題と

なっています．これに対し，NTT R&D

ではサービスインキュベーションPTと

いうプロジェクトチームを立ち上げ，先

端技術でサービスを差異化するための

エンジンの開発，エンジンの優位性を

評価・確認するためのプロトタイプ

サービスの開発，サービスの実用化に

向けた事業会社との共同開発，または

NTTグループ内外とのオープンイノ

ベーションの推進を進めています（図

11）．

エンジンの具体的な取り組みには，

例えば軽量低遅延H.264ソフトウェア

コーデックエンジンがあります．これは

HD高画質映像を普及価格帯のPC上

で，従来よりも60％短い100 ms程度

の遅延時間で再生できるようにするも

のです．従来敷居の高かったHD映像

コミュニケーションをより高臨場かつ

安価に提供することが可能になります．

このエンジンの性能は世界に誇れるも

のですが，利用方法はHD映像コミュ

ニケーションにとどまりません．こうし

たNTT R&Dの先端技術を外部技術

と適切に組み合わせることで，お客さ

まに価値の高いサービスをタイムリに

提供していきます．

■先端研究の取り組み

過去１年間の物性科学系の主な研

究成果を図12に紹介します．量子メ

モリの原理実験と，ボーズ粒子でも

フェルミ粒子でもない準粒子の存在を

示唆する実験成果が，それぞれ世界

的に権威ある科学雑誌のNatureと

Scienceに掲載されました．ほかにも

電流注入によるフォトニック結晶レー

ザの開発に成功するなど，非常に高

いアクティビティを示すことができま

した．

先端的な通信分野の取り組みでは，

増え続ける通信トラフィックに対応す

図 10　トータルサービスオーケストレーション 
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るための100 Gbit/sの大容量WDM

伝送DSP-LSIや，危険ガスや薬剤の

科学組成等のセンシングが可能なテラ

ヘルツ変換用フォトダイオードの開発

などを推進しています．特にNTT

R&Dの強みである光デバイス等の技術

については他分野への適用も考えてい

きます．

お わ り に

NTTはThomson Reutersによる

「 2011 Top 100 Global Innovators

Award」を，通信キャリアとしては世

界で唯一受賞しました．世界のイノ

ベーションをリードするキャリアR&D

として，通信基盤技術などの守るべき

ところは守り，競争環境に応じて変わ

るべきところは変わりながら，さらに発

展していきます（図13）．

図 13　新たな価値・産業の創出に向けて 
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図12　先端研究における最新の成果 
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