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お客さま視点の骨太開発で魅力あるサービス創出を目指す特集
NTTコミュニケーションズ・先端IPアーキテクチャセンタの取組み

ルもそろそろ化け始めていると思っ

ています。そうした中で、「あらゆる

ものをつなぐ」というのが、今まで

の物理的なイメージから、仮想的な

イメージに変化してきていると捉え

ており、物理ネットワークの上で仮

想ネットワークを、人の数だけ、ア

プリケーションの数だけ、物の数だ

け作ってそれをどう有機的に構成さ

せてユビキタスな環境を実現するか、

という時代にいよいよ突入したと思

っています。「あらゆるものをつなぐ」

を、仮想ネットワークのレベルで実

現していくことを一つの切り口にし

て、お客さまのユビキタス環境を実

現することを念頭に2007年7月から

開発の骨組みを再構成しました。

――具体的な骨太開発の推進方法

をお聞かせください。

原 骨太開発を推進するコンセプト

として、７つの視点があります。具

体的には「①自分にとって役立つ情

報／サービスを、②いつでもどこで

も迅速に色々な形で、③簡単に、④

正確に安全に利用できること」を実

現し、その環境を革新する。そのた

めには、「⑤困ったときはワンスト

――初めに、2007年7月、所長に

就任され「骨太開発」方針を打ち出

されましたが、その背景・狙いから

お聞かせください。

原 私ども先端IPアーキテクチャセ

ンタ（IAC）は、NTTコミュニケー

ションズが『事業ビジョン2010』で

掲げる「あらゆるものをつなぐ」を

実現するための技術開発を行う役割

を担っています。最近のマーケット

の状況を見ますと、ブロードバンド

インフラが整備され、いろんなもの

がネットワークにつながりだしたと

いうことで、ネットワーク事業者と

してまだまだやるべきことは

沢山あると思っています。こ

れまでのお客さまから直接通

信料をいただくのではなく、

どこかでつながっていること

で、結果的にネットワーク収

入として落ちてくるモデルも

考 え ら れ ま す 。 S a a S

（Software as a Service）など

の登場により、ビジネスモデ
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事業ビジョンに基づき、あらゆる“つなぐ”を実現する技術開発を推進するNTTコミ

ュニケーションズの先端IPアーキテクチャセンタ（IAC）。“骨太開発”をコンセプト

に、「あらゆるものをつなぐ」をお客さま視点から考え、魅力あるサービス創出を目

指すIACの最近の取組みについて、原隆一所長にうかがった。
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⑦つながり続ける�⑥強固な�セキュリ�
ティで安全につ�
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　�
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にアクセス。�

・グローバルなネッ�
トワークパスが�
実現。�
・グローバルで品質�
最適化。�
・端末に合わせ、�
コンテンツが最適�
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・中継網だけでなく、�
アクセスラインも、�
Eｎｄ-Eｎｄでつな�
ぎ続けるＮＷが�

　�
提供される。�
・利用シーンに応じ�
た帯域、セキュリ�
ティが提供される。�

・ＰＣやルータなど�
を解析し、セキュ�
アな環境が設定�
される。�

・ＴＶ等と同じ感覚�
で操作ができる。�

・どこからでも、ど�
の端末からでも、�
ユビキタスでシン�
グルサインオン。�

・マルチ端末で強固�
に認証されている。�

・セキュリティ状況�
や故障状況に応�
じたアドバイスが�
もらえる。�

・問い合わせに対 
して、自分の環境�
情報、過去の事�
例に基づいて回�
答が得られる。�
・対策手法が提示�
される。�
・要望に応じ、端末�
レベルまでワンス�
トップで対応して�
くれる。�

・シチュエーション�
�や自分にとって知�
りたいお勧め情報�
が表示される。�
�・有益な情報に�

　絞り込まれる。�

・ビジネスライフ�
サポートにより、�
業務効率がアップ。�

・ヒューマンエラー�
も未然に防止。�
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図1 骨太開発の基本コンセプト

―初めに、2007年7月、所長に就任さ

れ「骨太開発」方針を打ち出されまし

たが、その背景・狙いからお聞かせく

ださい。

―具体的な骨太開発の推進方法をお聞

かせください。

“つなぐ”を実現しサポートする
7つの開発項目と5つの技術分野
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ップで解決、⑥強固なセキュリティ、

⑦つながり続けるネットワーク」で

あることが前提です。この7つの項

目を骨太開発と位置づけて推進して

います（図１）。この７つのテーマ

の実現は、たぶん一つの技術ではな

く、複数の技術を組み合わせること

になると思います。その時必要な主

たる技術の軸として、５つの技術を

整理しています（図２）。１つ目は、

検索やレコメンド技術。２つ目が、

どんな端末でも、どんな環境でもき

ちんとコンテンツをお客さまに届け

て見せる技術。３つ目が、マルチキ

ャリア、グローバル、携帯といった

複合的な利用環境の上で、仮想ネッ

トワークをEnd-Endで張るといっ

たネットワーク技術。４つ目が、ケ

ア技術。最後の５つ目が、認証・セ

キュリティ技術です。これら５つの

技術を組み合わせることで、７つの

骨太開発項目を実現していこうと考

えています。技術とそれを使って実

現する環境を組み合わせると、同時

に膨大な数の仮想ネットワークをき

ちんと管理するオペレーションが必

要になります。このオペレーション

そのものが、サービスの基軸になり

ます。そこは、NTTコミュニケー

ションズのコアコンピタンスである

ので、そこをもう一度、取組みの中

で磨き込んでいくことが重要です。

―― 7つの骨太開発項目の実現

で、何を一番期待されていますか。

原 個人・法人を問わず、通信料に

いくら払うというのは多分もう限界

にきていると思います。しかし前述

のように、通信料として払うという

ストレートなビジネスモデルではな

く、あるサービスを利用した、受け

たら、結果的に通信を利用していた

という形での収入が、今の通信市場

に匹敵するくらい大きくなってくる

と思います。そういう新しいビジネ

スモデルが、開発項目の中で生み出

されることを一番期待しています。

――5つの技術分野で、今回新し

く取り組むものはありますか。

原 ５つの軸となる技術は、IACの

中でずっと培ってきたものです。非

常にスタートラインが高いところに

あるので、どうブラッシュアップし

て組み立てていくか。しかも、複数

の技術を組み合わせることを加速さ

せ、お客さまの視点に合わせてチュ

ーンアップしていくことが、今後の

ポイントです。

――最後に、原所長の抱負を含め、

今後の展開をお聞かせください。

原 私どもは、事業会社のR&D部

隊として１年後、２年後にはここま

で、３年後はゴールという、３年ス

パンの到達点を決め、しかも従来の

ようなシーズオリエンテッドではな

く事業部とイメージ合わせをしなが

ら開発に取り組んでいきます。

今回、７つの骨太開発方針を打ち

出しましたが、あらゆるものをつな

げていくのを実現するには、今まで

全然話もしなかった人たちと、コネ

クションを張っていく必要があると

思っています。それは IACだけで

は当然できないので、フロントサイ

ドや、事業部のプロダクトサイドと

今年何やろうか、来年何やろうかと

一緒に展望をきちんと描いて、足並

みを揃えるのが今後開発を進める中

で、一番重要だと思っています。

－本日は有難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）
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①究極の検索レコメンド技術�
○自分にマッチした役立つ個人レベルでの情報が入手できる。�
○個人情報が徹底的に保護される。�
○不要な情報が徹底的にフィルタリングされる。�

②究極の端末配信技術�
○端末に合わせてコンテンツを�
　�最適に制御してくれる。�
○いろんな機器もプラグ＆プレイ�
　�で即接続できる。�
○多地点で同様なアプリケー�
　�ションやファイルを使った作業�
　�可能。�

③究極のネットワーク（ＮＷ）技術�
○利用シーンに応じたＮＷ種類、帯域、セキュリティレベルを実現する�
　最適ＮＷが提供される。�
○物理ＮＷに依存しない一元的な仮想ＮＷが構築される。�
○物理ＮＷも仮想ＮＷと連携して構築される。�

④究極のケア技術�
○自分の環境が常時監視され、�　�
問合せに対して即座に回答される。�

○設定・復旧が遠隔で実施される。�
○ＮＷから端末までワンストップ�
　で対応してくれる。�

⑤究極の認証・セキュリティ技術�
○シングルサインオン、マルチファク�
　ター認証によるマルチ端末で強固に�

　�
認証される。�
○グローバルで品質の最適化を�

　�実施し、関連する全ての技術に対し�

　�セキュアな環境が提供される。�
　⇒意識することなくセキュア�物理NW Ｂ�

図2 1～3年後のサービスイメージと主軸となる5つの技術

―7つの骨太開発項目の実現で、何を

一番期待されていますか。

―5つの技術分野で、今回新しく取り

組むものはありますか。

―最後に、原所長の抱負を含め、今後

の展開をお聞かせください。

―本日は有難うございました。

フロントサイドやプロダクトサ
イドとの緊密な連携が不可欠

http://www.bcm.co.jp/

	Button2: 


