
で展望したNGNアプリケーション

に幅広く取り組み、NTTグループ

へ の N G N サ ー ビ ス ／ O p S

（Operation System）の展開に寄与

するとともに、SI/NIを通じて多方

面への展開も図っていきたいと考え

ています。

―RFID、L-Boxをはじめ、すでに市場

展開されている研究開発成果がいくつ

もありますが、実用化に向けた体制及

び取り組みのポイントは…。

加瀬 NTTコムウェア研究開発部の

実用化に向けた基本的考え方として

は、直接商品の開発に取り組むので

はなく、最先端の要素技術に取り組

み、これを差異化要素としてSI/NI

を通じてNTTグループにNGNサー

ビス／OpSとして提供するととも

に、多方面にも展開していきたいと

考えています。特に今後はNTT研究

所と連携してNGNネットワーク／

サービス／OpSのプラットフォーム

への取り組みを強化するとともに、

ITU-T、EPCglobal等のグローバル

スタンダード、MITメディアラボ等

海外とのコラボレーションについて

もNTTコムウェアの他との差異化能

力の強化のためにさらに力を入れて

いきたいと考えています。

―詳細は各論の頁でご紹介しますが、

NGN時代の魅力あるサービス創出に向

けた最新研究開発成果の概要をお聞か

せください。

加瀬 最新の研究開発成果として

は、まずNGNプラットフォーム技

術として IPコア技術に取り組み、

NGN標 準 化 、 Advanced TCA

（Telecom Computing Architecture）、

CGL（Carrier Grade Linux）、CMT

（Chip Multithreading Technology）

等の最新オープン化技術、MPLS

（Multi Protocol Label Switching）、

―次世代ネットワーク（NGN）を踏まえ

た付加価値の高い独自の研究開発を推進

されていますが、改めて研究開発の方向

性／ビジョンをお聞かせください。

加瀬 NTTコムウェアは、従来か

らNGNを志向した最先端技術に重

点的に取り組んでおり、特にNGN

標準化、グローバルスタンダードに

準拠したRFIDミドルウェア、MIT

メディアラボとのコラボレーション

をベースとしたTangible技術等特

有の強みを生かして、NGNプラッ

トフォーム技術、NGNアプリケー

ション技術、フューチャーテクノロ

ジーに取り組んできております。

NGNについては昨年７月に“NGN

Release1（第１版）”がITU-Tで勧

告化され、今や世界中のキャリア／

ベンダーがビジネスの大きな柱とし

て取り組んでおり、サービス概念も、

FMC（Fixed Mobile Convergence）、

トリプルプレイから、さらにクアド

ロプルプレイ／グランドスラムへと

拡張されつつあります。NTTコム

ウェア研究開発部も、光／ブロード

バンドからユビキタス／モバイルま
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NTTコムウェア㈱　取締役

研究開発部長 加瀬　一朗氏

クアドロプルプレイ／グランドスラムを志向した
NGNアプリケーション向けR&Dに注力
数年前からNGN(Next Generation Network)を志向した研究開発を推進してきたNTTコムウェア研究開発部。その実践
的で付加価値の高い成果は、すでに同社の実ビジネスに貢献しているものも多い。最近では、クアドロプルプレイ／グ
ランドスラムを志向したNGNアプリケーション向けの最先端技術への取組みに注力している。最近の取組み状況を、
加瀬一朗取締役・研究開発部長にうかがった。

特有の強みを生かし、NGNアプ
リケーションに幅広く取り組む

独自の取り組みに加え、最新
IP系技術はNTT研究所と連携
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GMPLS（Generalized MPLS）、

PCE（Path Computation Element）、

DIAMETER、Tangible MPLS/VPN

設計制御システム等最新IP系技術に

ついてはNTT研究所と連携して取り

組んでおり、特に T a n g i b l e

MPLS/VPN設計制御システムについ

ては、NTT研究所と連携して、昨年

10月MSF（Multi Service Forum）主

催のGMI2006（Global MSF Intero-

perability2006）のNGN関連国際相

互接続実験にてNGN OpSとして適

用しています。またNGNプラット

フォーム技術としては、Lawful

Interception（合法的傍受）向けにパ

ケットキャプチャリング技術に取り

組んでおり、さらにエンタプライズ

サーバ技術としてメディア統合プラ

ットフォームに取り組み、NTTグル

ープ等多方面に展開している他、L-

Boxを中心としたマイクロLinuxサ

ーバ技術に取り組み、NTTグループ

等多方面に展開しています。

次にNGNアプリケーション技術

のブロードバンドについては、コン

テンツ流通プラットフォーム、CGM

（Consumer Generated Media）流通

基盤技術等をベースとしたブロード

バンドポータルプラットフォーム、

ソーシャルキャピタル、 S N S

（Social Networking Service）型マッ

チング技術、xSP相互連携型SNS、

インタラクションコーパス等をベー

スとしたコミュニティポータルプラ

ットフォームに取り組み、さらには

これらをe-レコメンデーションとし

て統合化して経済産業省／三越のフ

ューチャーストアの実証実験に適用

しています。NGNアプリケーション

技術の通信と放送の連携については、

メディアコンバージェンス（Media

Mix TV）に向けたCM提供技術、広

告認知技術、地上デジタル放送再送

信に関する品質測定及び B M L

（Broadcast Markup Language）変換

技術に取り組んでいます。また、ユ

ビキタスについてはRFIDに重点的

に取り組んでおり、坂村東京大学教

授の提唱するユビキタスIDとしては

屋内外シームレスなIndoor/Outdoor

トレーサビリティシステム、視覚障

がい者向けナビゲーションに取り組

み、EPCglobalの主管するAuto-ID

（EPC）としてはパレット（台車）循

環モデル（グローバルベースの標準

ビジネスモデル）、百貨店モデル（日

本特有のモデルでNTTコムウェアの

モデルは百貨店向けデファクトモデ

ルとなっている）、AS2プロトコル対

応の次世代EDI技術（ウォルマート

採用のEPCglobal準拠の最新技術）、

コンテナ制御モデル（EPCglobal主

催の国際物流のGlobal Pilotに、NTT

コムウェアが日本ベンダーのプライ

ムとして参画）に取り組んでいます。

―貴社のRFIDミドルウェアは、すでに

EPCglobalの認定を取得されていますね…。

加瀬 NTTコムウェアのRFIDミ

ドルウェアはEPCglobalのソフト

ウェアのコンフォーマンステスト

（認定試験）に世界で初めて合格し、

認定を取得しています。ユビキタス

についてはさらにモバイルテレメデ

ィシンに取り組んでいる他、ハイブ

リッドセンサーネットワーク、次世

代プレゼンス管理、マルチテレメト

リ等のセンサーネットワークへの取

り組みも強化しています。NGNア

プリケーション技術としては、この

他 セ キ ュ リ テ ィ に つ い て 、

PHISHCUT（フィッシング対策ソ

リューション）、マンションセキュリ

ティ、SmartGuard（個人情報漏洩

防止ソリューション）に取り組んで
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チャ）及び SG11 /13合同のNGN

Focus Group（FG）/NGN Global

Standards Initiative（GSI）で検討

が加速されてきています。ITU-Tで

はNGN Release1の仕様について、

昨年７月に最初のNGN勧告が承認

され、“NGN Release1 Scope”、

“NGN Release1 Requirements”、

“Functional Requirements and

Architecture of the NGN”の３つが

NGN勧告の大きな柱となっており、

内“NGN Release1 Requirements”

についてはNTTコムウェアがエディ

タとなり、NGNの勧告化に大きく貢

献しています。また、SG11について

は、総務省の依頼によりNTTコムウ

ェアが日本代表団の団長を務めてい

る他、 I T U - Tの C o n s u l t a t i o n

Meeting on IPTV、Workshop on

“Networked RFID：Systems and

Services”でNTTコムウェアからプ

レゼンテーションを実施し、それぞ

れの後継であるIPTV Focus Group、

Joint Coordination Activity（JCA）-

NIDにもNTTコムウェアから寄書を

提出して検討に貢献しています。今

後SG13についてはNGN Release2の

検討が本格化することとなっていま

すが、NTTコムウェアは従来通りエ

ディタとしてNGN勧告化に貢献し

ていくこととしており、さらにSG11

についても日本代表団の団長を務め

る他、NGN Signallingの本格検討に

向けた寄書提出等検討に貢献してい

くこととしています。また、NGN-

OpSの標準化については、NTTコム

ウェアはSG4、TMFのNGN-OpS関

連の標準化に寄与してきており、特

に昨年10月に実施されたMSF主催の

N G N 関連国際相互接続実験

（GMI2006）にも、前述したように

N T T研究所とともに T a n g i b l e

MPLS/VPN設計制御システムを適用

して参画し、NGN OpS標準化への取

り組みも強化してきています。いず

れにしても、世界各国はNGN標準化

への取り組みを加速しており、韓国、

中国等も国をあげてNGN標準化への

取り組みを強化しており、NTTコム

ウェアも総務省、NTT研究所等と連

携して日本のプレゼンス向上にも寄

与していきたいと考えています。

―最後に、今後の研究開発活動に対する

加瀬取締役の抱負をお聞かせください。

加瀬 今後NTTグループは、NGN

への取り組みをさらに加速していく

ものと考えられます。NTTコムウ

ェア研究開発部としてもNGN標準

化も含めてNGNアプリケーション

についての多面的な取り組みを強化

し、クアドロプルプレイ／グランド

スラムを志向した最先端技術に取り

組み、NTTグループのNGNサービ

ス／OpS展開に寄与するとともに、

グローバルスタンダード準拠の

RFIDミドルウェア、MITメディア

ラボとのコラボレーションをベース

としたTangible技術等、NTTコム

ウェアの差異化技術をSI/NIを通じ

て多方面にも展開していきたいと考

えています。

―本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）

います。

―フューチャーテクノロジーとしては、

どのような取り組みを行っていますか。

加瀬 まずMITメディアラボTMG

（石井教授が主管）とのコラボレーシ

ョンをベースに石井教授の提唱する

Tangible技術に取り組んでいます。

具体的には、 Tangible IP NW

Designer（ネットワーク最適化自動

設計）、Tangible Business Process

Analyzer、Tangible防災シミュレー

タ（日本の地震・津波モデル、日本

の台風モデル、米国ハリケーンモデ

ル、群馬大学片田教授コラボレーシ

ョンモデル）、Tangible Remote Care

System、Tangible 3D （Rolling Ball

Model、Shaking Hands Model）、

Tangible RFID等、多彩な最先端の

アプリケーションモデルに取り組ん

でいます。また、この他のフューチ

ャーテクノロジーとして、Anotoデ

ジタルペンゲートウェイ（L-Box）、

レゾナント型点検支援システム（マ

ルチモーダルポータル）、リアルタイ

ム3D画像配信システム、グリッドコ

ンピューティング（NGN OpS）、デ

ィファレンシャル・プロテオーム分

析システムに取り組んでいます。

―取締役は、NGNの標準化活動にも深

く関与されていますが、NGN標準化の

最新動向をお聞かせください。

加瀬 NGNの標準化はITU-Tを中

心に進められてきており、Study

Group 11（SG11：プロトコル）、

Study Group 13（SG13：アーキテク

46 ビジネスコミュニケーション 2007 Vol.44 No.1

特 集　 NGN時代のクアドロプルプレイ/グランドスラムを志向したサービス創出に向けた
              NTTコムウェア・研究開発部の先駆的な取組み

総務省、NTT研究所等と連携し、
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SI/NIを通じて多方面に展開
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