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本格的なユビキタス社会の到来に向けた
オープンイノベーションを積極支援
インターネット出現以来の大変革をもたらすと言われる次世代ネットワーク(NGN)。
NGN 時代の到来は、私たちの生活やビジネス、さらには社会全体にどのようなインパ
クトを及ぼすのか、NGN 構築を支援する NEC の広崎膨太郎代表取締役・執行役員副社
長にお話しをうかがった。
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ＮＧＮへの期待は主として安心（広帯域、通信速度の保証）
・安全
個人：ライフクリエーション
NGNサービスへの期待
● ウイルスからの攻撃防御
● 通信速度の保証
●ＦＭＣの実現
● ユビキタス環境の実現
● 多様な映像サービスの提供
● 豊かなコミュニケーションの実現
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企業：事業プロセス改革
NGNサービスへの期待

企業

● 通信速度の保証
●ＦＭＣの実現
●ＳＯＡ対応
● 個客接点の増加と活用
● サービスの自由な組み合わせ
● 安全安心と利便性の両立
社会

サービスアプリケーション

ＮＧＮ
ディペンダブル
ネットワーク

オープンAPI

サービス プラットフォーム
分離

トランスポート プラットフォーム

社会：安心・安全な公共・医療サービス
NGNサービスへの期待
● 通信速度の保証
● 重要通信の優先制御
●ＦＭＣの実現
● 個客接点の増加と活用
● サービスの自由な組み合わせ
● セキュリティの確保
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図 2 NEC の NGN 関連ビジネスの全体像
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ビジネスコミュニケーション

2008 Vol.45 No.4

■■本日は有難うございました。
■■■
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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