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2012年11月にアラブ首長国連邦

（UAE）のドバイで国際電気通信連

合電気通信標準化部門（ITU -T :

International Telecommunication

Union-Telecommunication Stan-

dardization Sector）の総会に相当

するWTSA-12（World Telecom-

munication Standardization As-

sembly 2012）が開催され，2013～

2016年までの新研究会期の検討体制

等が決定され，NTTから３名の研究

グループ（SG: Study Group）副議

長が選出されました．ここでは，

WTSA-12で合意・決定された主な結

果について紹介します．

WTSA会合の概要

ITUの意思決定は，図１の左側に
示すように，全権委員会議で行われま

す．また，ITUには，ITU-Tだけでな
くITU-D（Development Sector），
ITU - R（Rad i o c ommun i c a t i o n
Sec to r）があり，ITU-Tの総会が
WTSA， I TU - Dの総会がWTDC
（ World Telecommunication De-
velopment Conference）， ITU-R
の総会がRA（Rad iocommunica -
tion Assembly）です．これらの会議
以外に，国際的な周波数割り当てを
議論するWRC（World Radiocom-
munication Conference）や，国際
電気通信規則を議論するWC I T
（ World Conference on Interna-
tional Telecommunication）があ
ります．
WTSAは，４年に１度開催され，

SGの構成，SG議長・副議長の決定，
大きな決定を要する勧告の承認，各種
決議の採択を行う会議です．そのため，

WTSAの約２年前から，世界の６つ
の地域ごとに意見を集約する準備会
合が持たれています．日本はアジア太
平洋地域に属し，アジア太平洋地域の
電気通信の開発促進などを目的に設立
され，日本を含む38カ国が参加する
APT（Asia Pacific Telecommuni-
ty）という組織でWTSA準備会合が
持たれました（図１右）．
APTのWTSA -12準備会合は，４

つの検討グループに分かれて議論し，
そのうちの組織構成を検討するグルー
プのラポータ（議長）を，著者（後
藤）が務めました．図１右にあるよう
に，APTのWTSA準備会合で議論し
た結果として共同提案が作成され，
APTを構成する38カ国の意見として
WT S Aに提出されます．今回の
WTSA -12では，14件の共同提案を
APTから提出しています．
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図 1　WTSA の位置付けと APT の準備会合 
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WTSA-12の組織構成

2012年11月20～29日にUAEのド
バイで開催されたWTSA -12会合で
は，102カ国から約700名が参加しま
した（1）．このうち日本からの参加者は，
NTTグループの６名を含む32名で
した．
WTSAでの議論が多岐にわたるた

め，図２に示すように，開催国である
UAEが議長を務める全体会議（Ple-
n a r y）の下に５つの検討委員会
（Committee）が作成され，分野ご
とに議論を進めました．特に，標準化
検討組織を検討するCommittee 4
（COM4）は，日本から前田洋一氏
（TTC）が議長を務め，SG構成や標
準化分野などの重要な議論を主導しま
した．COM4では全体の半数以上の
寄書を扱うことから，作業グループを
２つ設置し，分散して議論が行われま
した．また，会議中に結論が出ないも
のはアドホックグループを設置して議
論するなど，週末を含み，早朝から深
夜まで活発に議論されました．

今回のWTSAでは，ITU-Tの作業
方針だけではなく，その後に引き続き
開催されたWCITでの24年ぶりに改定
が予定されている国際電気通信規則の
改訂議論を想定し，番号の問題など
も議論されました．

SG構成

2008年に開催されたWTSA -08で
は，SG構成に関して大きな議論があ
り，２つのSGの役割をほかのSGに移
管して現行の10SG体制となりました．
今回のWTSA -12でも欧州から，検討
重複の回避を目的に，さらに２つのSG
を廃止し，ほかのSGに機能を統合す
るという案が出されましたが，APT，
アフリカ地域，アラブ地域，ロシア
CIS地域から10SG体制を維持する提
案があり，欧州以外は現行の体制を支
持する意見であったことから，最終的
に10SG体制で合意しました．

SGの規定

次会期の検討領域に関し，APTや

各地域，現行の10SGからの提案があ
り，基本的に各SGからの提案に基づ
いてSGの新しい規定が決定しました．
APTから提案したSDN（Software
Defined Networking）については，
ITU-Tで検討に注力するという新決議
案が採択されるとともに，SG13（将
来網）で検討されることになりました．
欧州から検討重複や活動が低調と

いう理由で，いくつかのSG内の課題
の統廃合やほかのSGへの移行などが
提案されましたが，アドホックグルー
プでの議論の結果，大半は現状を維持
することになりました．
日本は，災害対応や相互接続性試

験などの新たな検討領域を各SGに割
り振るべきとのAPT共通提案の作成を
準備会合で主導していましたが，それ
らの提案のすべてが基本的に合意され
ました．クラウドコンピューティングに
関するセキュリティ課題の扱いについ
ては議論が紛糾しましたが，最終的に
はSG17（セキュリティ）がリードして
SG13で技術の詳細を検討するという
現状のスタイルを継続することになり
ました．なお，これらの結果は，決議
２としてまとめられ，プレナリ会議で
採択されました．

SG議長・副議長

議長・副議長の任期を規定する決
議35が今会合でも採択され，２期８
年の任期満了により７名のSG議長を
含む多数の役職者が交代しました．
WTSA会合の終盤に開催された代表
団長会議（ITU-T議長が招集する非
公式会合で，日本からは総務省が参
加）において，10SGと関連委員会の
16名の議長（日本からは３名）と，
NTTからの３名を含む107名の副議長
（日本から８名）が選出されました．
表にSG議長と日本から選出されたSG
副議長を示します．

SG構成

図２　WTSA の組織構成 
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NTTからは，高橋玲主幹研究員が
SG12（通信品質）の副議長，筆者
（後藤）がSG13の副議長，荒木則幸
主任研究員がSG15（伝達網）の副議
長に選出されました．

その他の主要結果

■主要勧告の承認

WTSAでは，SG会合での承認が困
難な重要な勧告の承認も行われます．
今回は６件の勧告案がWTSA -12に入
力され，すべてが承認されました．特
に，IETFとITU-Tとの間で調整が難
航していたMPLS-TP（MPLS技術で
既存網と同等の高信頼な機能を実現
する技術）に関するI T U - T勧告
G.8113.1とG.8113.2が承認され，会
合開催中にインターネットのアドレス
を管理するI A N A （ I n t e r n e t
Assigned Number Authority）よ
りMPLS-TP用のコードポイントが割
り振られました．NTTは，本勧告化に
向けた調整などに尽力しており，８年
にわたる標準化活動が結実したことに
なります．
■レビュー委員会の設置

次研究会期（2017年以降）のITU-
Tの効率的な検討のためのSG構成の議

論，他標準化団体との検討重複の調
整などを目的にレビュー委員会が設置
されました．これは，日本からの提案
によるもので，前回のWTSA-08の前
後で日本が提案したサービスごとの
SG構成に端を発したものです．このレ
ビュー委員会の議長は，TTCの前田
専務理事（元NTT）が就任しました．
■主要な決議の採択

（1） e-Healthに関する決議
アラブ地域から，e-Healthサービス

への標準化活動の促進のための新決議
案の提案がありました．米国から，患
者のプライバシ確保に対する懸念から
反対意見が出されましたが，プライバ
シ保護の重要性を認識すると明記し，
決議78として採択されました．
（2） SDN 
A P T からS D N （ S o f t w a r e

Defined Networking）の標準化検
討促進に関する新決議案の提案は，米
国や英国からすでにSG13で検討中で
あり新決議は不要という意見がありま
したが，日本から本決議によりITU-T
におけるSDN検討の加速が期待できる
と意見し，議論の結果，決議77とし
て採択されました．
中国からSDNに関するフォーカスグ

ループ（標準化活動の前段の時限検討

組織）の提案がありましたが，すでに
SG13で検討中であることから，他標
準化団体との連携やITU-Tでの活動の
視認性向上を目的としたSDN関連の
ワークショップを開催することが決議
に盛り込まれました．
（3） e-Waste
アラブ地域から，電気電子機器廃棄

物（e-Waste）の扱いに関する新決議
案の提案がありました．これに対し，
英国，フランスなどからすでにSG5に
おける検討や決議73（ICTと気候変
動）でカバーされているとの理由で反
対意見が出されましたが，e-Wasteに
対してITU-Tとしても明確に取り組む
姿勢をアピールすることを目的に決議
79として採択されました．

今後の方向性

今回のWTSA -12により，2013 ～
2016年までの研究会期のITU-Tの標
準化検討体制が確定しました．NTT
からは３名が重要なSGの副議長に選
出され，今後のITU-Tでの標準化活動
をNTTとして引き続きリードしていけ
る体制ができました．
一方，今回のWTSA-12は中東での

開催ということもあり，アラブ地域や
アフリカ地域から活発な発言があり，
今後のITU-Tでの標準化活動において
も途上国の声が大きくなっていくと考
えられます．
NTTグループとして，ITU-T標準を

活用した途上国展開を考慮し，ITU-
T役職者のポジションの活用やITU-R
やITU-Dでの活動を通じ，途上国の
方々との人的ネットワーキングのみな
らず，NTT技術のグローバル展開を見
据えた標準化活動を目指します．

■参考文献
（1） http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Pages/

default.aspx

表　SG議長，および日本からのSG副議長

SGなど 議　長

TSAG（作業計画） Bruce GRACIE（カナダ）

日本からの副議長

レビュー委員会 前田　洋一（TTC）

SG2（運用） Sherif GUINENA（エジプト）

SG3（料金） 津川　清一（KDDI）

SG5（環境） Ahmed ZEDDAM（フランス）

SG9（CATV） Arthur WEBSTER（米国） 宮地　悟史（KDDI）

SG11（プロトコル） Wei FENG（中国） 釼吉　薫（NEC）

SG12（品質） Kwame BAAH-ACHEAMFUOR
（ガーナ）

高橋　玲（NTT）

SG13（将来網） Chae-Sub Lee（韓国） 後藤　良則（NTT）

SG15（伝達網） Steve TROWBRIDGE（米国） 荒木　則幸（NTT）

SG16（マルチメディア） 内藤　悠史（三菱電機）

SG17（セキュリティ） Arkadiy KREMER（ロシア） 中尾　康二（KDDI）
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