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ブロードバンド＆ユビキタス社会の発展に向けた

NTTのR&DNTTのR&D

「研究開発活動」の両輪で進めている。

短中期（～2012年）に向けては、

NGNの基盤機能拡充とNGN／第３世

代携帯（3G／Super3G）上で魅力あ

るサービスを創り上げて行く事に注力

し、ブロードバンド・ユビキタスサー

ビスの本格展開に向けた研究開発を推

進していく（図１）。長期（2012年～）

に向けては、溢れ返っている「情報」

を使いこなせるICTを実現するための

基盤技術の研究開発や、将来の社会を

見据えた新たなネットワークの研究開

発を進めていく。以下に、具体的に取

り組んでいる内容を示す。

①NGNの基盤機能拡充／高度化と、

レガシー系からのマイグレーショ

ンに向けた研究開発

②NGNや第3世代携帯の特徴を生

かした上位レイヤ向けサービスの

創造

③防災／地図情報サービス（GIS）

などの法人系ソリューションメニ

ューの拡大

④新分野のビジネス領域（環境／エネ

ルギー／先端部品等）の開拓と、グ

ループ全体の戦略技術基盤（オープ

ンソースソフトウェア（OSS）／共

通IT基盤／セキュリティ等）の推進

⑤R&D成果の海外展開、標準化

⑥長期的視点に基づくネットワーク

やサービス創造に向けた基盤・要

素技術の研究

2008年3月より提供を始めたNGN

は、「オープンなインターフェース」、

「品質確保QoS」、

「セキュリティ」、

「信頼性」の４

つの特徴を持つ

フルIPネットワ

ークで、インタ

ーネットの持つ

利便性や経済性

に、信頼性や安

2008年は、NTT R&Dで進めてきた

研究開発やプロデュース活動から大き

な成果が出た年となった。これまでも

携帯電話を始め、PHS、FAXなど

NTT R&Dから生まれた技術でマーケ

ットを創出してきたが、昨年はそれら

に匹敵する程のインパクトを持つ次世

代ネットワークNGN（サービス名：

フレッツ光ネクスト）のサービスを開

始し、またそのネットワーク上で利用

される新たなサービスとして、地上デ

ジタル放送のIP再送信やVODといっ

たIPTV（サービス名：ひかりTV）

のサービスを開始した。

本稿では、これから本格展開を進

めていくNGNや、そのネットワー

ク上で創っていく新たなサービスな

ど、NTT R&Dの最新の取り組み状

況を紹介する。

NTT R&Dは、「サービス創造グル

ープを目指して」というNTTグルー

プの戦略を実現していくために、研

究所の成果をビジネス展開する「プ

ロデュース活動」と基礎・要素の

はじめに
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拡大、映像配信／SaaS／ポータルなどの上位レイヤサービスの創造、ソリューション分野の拡大、
不動産／エネルギー／環境分野の新分野ビジネス創出、グローバルビジネスの拡大を掲げた。この経
営戦略の実現に向けて重要な役割を担うNTT R&Dの最新の取り組み状況を紹介する。
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２０１０年度 ２０１２年度 ２００８年度 

固定／移動ともに 
フルＩＰのネットワーク 

基盤を構築 
（サービス融合の基盤確立） 

●光ユーザー2,000万契約 
（概ね半数をＮＧＮ利用に） 

●スーパー3Ｇのサービス開始 

● 地域ＩＰ網からＮ 
ＧＮへのマイグレー 
ション 完了 

● ２Ｇのサービス停止 
　　（周波数再編） 

ＮＧＮサービス 
の商用化 
（０８年３月） 

ブロードバンド・ 
ユビキタスサービスの 

本格展開 

●既存ＩＰ網からＮＧＮへの 
マイグレーション完了 

２０１１年度 

●ＮＧＮを現行光アクセスサービス 
のエリアまで拡大 

２００９年度 

サービス融合 
の本格化 ＮＧＮ・3Ｇのネットワーク 

サービスの追加・充実 

アプリケーションプロバイダ 
等との連携によるサービス創造 

図1 ブロードバンド・ユビキタスサービスの展開方針

NTT R&Dの戦略

NGNにおけるR&Dの役割
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全性を付加したネットワークである。

NGNのサービス開始にあたって

NTT R&Dは、 ITU-Tの Study

Groupの議長、副議長、IETF、

CJKのWorking Groupの役員とし

て世界の標準化をリードすると共

に、実際のネットワークの仕様策

定／設計／検証の技術面で、NTT

グループの中心となって開発を進め

てきた。これからのエリア拡大に関

しても、基本性能拡充／コスト削

減／省電力化／高度FMC（携帯と

固定網連携）などの研究開発を進め、

実現していく。

NGNへのマイグレーション

光アクセスサービスのNGNへの

マイグレーションについて記述する。

まず、NGNのエリアを現在の光サー

ビス提供エリアまで拡大していく

2010年までは、需要対応を基本とす

る。エリア拡大が終わる2010年度以

降から概ね2012年度を目途に、既存

の光サービスをNGNに巻き取って

いく計画である。今後、最小限のコ

ストでマイグレーションを行えるよ

うグループを挙げて取り組み、円滑

なマイグレーションを進める。

なお、PSTN（固定電話網）のマ

イグレーションについては、世界的

にPSTN用交換機が製造されなくな

った現状においてD70や新ノードと

いった現用交換機が実効上いつまで

使えるのかといった点や、電話で実

現してきた高度な機能群をNGN上

でどのように実現するかなどを検討

していく必要がある。さらにマイラ

インやユニバーサル基金といった制

度的な問題や、政府や自治体との関

係も含めたデジタルディバイド対策

の問題などをトータルに検討した上

で、2010年度にPSTNのマイグレー

ションに関する概括的な展望を公表

していく考えである。

マーケットとテクノロジーの

バリューチェーンを構築

プロデュース活動を始めた当初「プ

ロデューサー」は、技術開発分野ごと

に担当し、研究所の成果を事業に結び

つける技術的な架け橋としての役目が

中心であった。しかし現在は次の段階、

つまり、より事業への貢献を促すため

に「マーケットとテクノロジーのバリ

ューチェーン構築」をコンセプトとし

てマーケット分野別に分担を見直した

（図２）。これにより、コアコンピタン

スとなる技術開発に留まらず、パート

ナー企業とのアライアンス構築や、業

界団体を通じた技術標準の策定にも注

力し、より広範囲にマーケットに即し

た動きをとれるようにした。以下に各

プロデュース活動の具体的な取り組み

例を紹介する（図３）。

SaaSビジネスへの取り組み

法人向けサービスの柱として考え

ているのが、SaaSである。SaaSは企

業の中の重要な情報

を、ネットワークを

介して外部のサーバ

ーで処理するため、

NGNの特徴である

「セキュリティ」や

「信頼性」と非常に

親和性の高いサービ

スと考えている。

このSaaSのビジネス展開では、

「SaaS over NGN」という構想を提

唱し、３つの方針で進めている。１

つ目はSaaS形態でソフトウェアを

提供する事業者に向けたSaaS基盤

の提供、２つ目がPaaS事業者や

SaaS事業者との連携、３つ目が

NTTグループによるSaaSでのソフ

トウェアの提供である。

１つ目のSaaS基盤の提供とは、

データセンターの整備やSaaS事業

者として共通的に必要となる認証や

課金といった機能を用意する事で、

ソフトウェアを提供する事業者が

SaaSビジネスを展開するにあたっ

てのコストや期間などの負荷を軽減

し、参入しやすくするものである。

まず第一弾として、NTT研究所と

NTTコミュニケーションズ、NTT

データでSaaS基盤の開発を進めて

おり、2008年度末には提供したい

と考えている。

２つ目のパートナーとの連携とし

ては、Salseforce.com社との提携、

昨年 12月に発表したマイクロソフ

ト社との共同検討、MIJSコンソー

シアムとの技術検証実験などを進め

ており、2009年はSaaSビジネス拡

大をさらに加速させていく。
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NTT

プロデュース活動から生まれる
多様なビジネス

　　　　　　　事業会社 事業会社 

コンテンツ 流通 コンテンツ流通 

ライフサポート ライフサポート 
ポータル ポータル・検索 法人 ICT法人ICT

データセンタ データセンタ 
サービス ＰＦ サービスＰＦ 

環境・防災・ エネルギ 環境・防災・エネルギ 

公共 ICT公共ICT

業界・ベンダ・行政 
マーケットと 
テクノロジーの 
バリューチェーン 

マーケットと 
テクノロジーの 
バリューチェーン 

プロデューサ 

研究所 

マーケット（お客様） 

新サービスとこれに必要な 
技術の研究開発 

ネットワーク活用のノウハウ 

図2 総合プロデュース活動
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ブロードバンド＆ユビキタス社会の発展に向けた

NTTのR&DNTTのR&D

ば、現在の放送免許は県域ごとに許

可されているがNGNは地域ごとの

制御が可能なため、地域限定配信を

行う事ができる。他にも、映像配信

のQoSを担保する帯域保障や不正

コピーを防ぐDRM方式など、既存

のインターネットやデジタル放送で

は実現できない事もNGN上で実現

できるようになる。さらに、今後は

IPTVの特性を生かした双方向サー

ビスや携帯電話との連携などの研究

開発を進めている。

新たな分野への取り組み

NTT R&D成果の展開として、主

に通信用途で研究開発してきた技術

を他の領域のビジネスに適用するた

めの取り組みも進めている。

例えば、光を曲げる特性を持つ

KTNと呼ばれる結晶を応用し、プリ

ンタやレーザー計測といったネットワ

ーク用途以外への適用を進めている。

他にも人の体の表面電界を利用した通

信を応用し、鍵を服やかばんに入れて

いるだけで開錠できる入退室管理シス

テムへの適用など、多くの新たな分野

へのビジネス創出を進めている。

NTT R&Dの光に関する技術は世

界でもトップクラスで、例えば光コ

ネクタ技術は世界シェアの約55%、

光ファイバ製造技術（VAD法）は

世界シェア約 50%などである。こ

れからは部品レベルだけでなく、通

信システムにおいても光アクセス技

術（GE-PON等）をはじめとする

先端技術の海外展開を推進していく

考えである。

また、新興諸国への取り組みとし

て技術者のスキルアップのために研

修生を受け入れたり、国やパートナ

ーと連携した技術セミナーの開催な

どを行う事で、NGNやFTTH技術

の普及を図っている。

中長期的な技術革新を創出する基

礎・要素研究においては、統一的な

目標として、将来ビジョン「知の流

通」を掲げて取り組んでいる。ネッ

トワーク上を流通する情報の過多と

玉石混交化という近年の現象・課題

に対し、「情報を使いこなし、役立つ

知識をタイムリに提供するICTの創

造」を目指すというコンセプトであ

る（図4）。このビジョンの実現に向

け、ネットワーク上のアプリケーシ

ョンを構成する情報処理やメディア

処理に関する技術分野を「サービス

系研究」、及びそれを支える「ネット

ワーク系研究」の２つの大きな研究

分野毎に、技術革新の方向性を定め、

３つ目のNTTグループによるソ

フトウェア提供では、防災やGISな

どNTTグループの持つソフトウェ

アを積極的にSaaSで提供していく

考えである。

IPTVビジネスへの取り組み

コンシューマ向けサービスの柱と

して考えているのが IPTVである。

昨年５月より地上デジタル放送の

IP再送信サービスを「ひかりTV」

で開始したが、サービス開始に当た

っては、放送事業者の厳しい条件に

応えるトランスコード技術や IPベ

ースのマルチキャスト配信技術など

様々な技術開発において、NTT研

究所が重要な役割を担った。

また技術面だけではなく、オープン

なIPTVサービスを実現するために、

放送事業者や家電メーカー、通信事業

者と共同でIPTVフォーラムを立ち上

げ、IPTVに関する共通的な仕様書を

作りあげた。この動きは、技術とマー

ケットの両面からアプローチしている

プロデュース活動の好例である。

IPTVもSaaSと同様にNGNとの

親和性が高いサービスである。例え
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R&D成果の海外展開

長期Ｒ＆Ｄビジョン“知の流通”
と基礎・要素研究の取り組み

アプリケー 
ション 
サービス 

サービス 
プラット 
フォーム 

ネットワーク 

アプライ 
アンス 

IPTV

デジタル 
サイネージ 

GIS

ホーム 
セキュリティ 

SaaS
アプリケーション 

医療 

/

NTTが求めるクラウド 
コンピューティングの 
要件を実現 

ホーム 
ネットワーク 
サービス 
基盤 

映像配信 
基盤 

SaaS
基盤 

ケータイ・PC
シームレス検索 

教育 

R&Dの成果から新しい 
サービスを創造 

サービスプラットフォーム 

ネットワークとの連携 

環境負荷の低減 

スケーラビリティ 

フレキシビリティ 

高信頼・安心感 

… 

蓄積・検索 
基盤 

ＮＧＮインターネット/モバイル 

上位レイヤサービス向け共通基盤 

図3 上位レイヤ向け新サービスの創造

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


研究開発を推進している（図５）。

サービス系研究の方向性

サービス系研究では、情報を使い

こなす ICTの実現に向け、情報の

「量」、「質」、「自然なやり取り」の

観点から技術革新を追求している。

ユビキタスデータマネジメントの

追求は、情報の「量」の過多に対応

するものであり、実世界中のあらゆ

るデータを収集し、これを位置や時

間などの属性に合わせて整理・構造

化し、半永久的に統合管理するため

の技術革新を狙う。メディアコンピ

ューティングの追求は、情報の「質」

に対応するもので、大量の玉石混交

の情報を分析・理解し、ユーザの趣

味嗜好、感情のほか、周囲状況など

のコンテキストに合わせて、役立つ

知識を抽出するメディア理解、プロ

ファイリング、検索・ナビゲーショ

ンの技術分野での革新を目指してい

る。ナチュラルインタラクションの

追求は、情報の「自然なやりとり」

に対するもので、ユーザのコンテキ

ストに合わせて、直感的で使いやす

い自然なICT対話環境を実現するた

め、コミュニケーションのデザイン

に関する技術、また、映像・音声メ

ディアの高精細・高臨場でリアリテ

ィのある表現技術の研究開発を推進

している。

ネットワーク系研究の方向性

ネットワーク系研究では、「知の流

通」の実現を、バーチャル世界と実

世界をつなぐネットワーク技術の革

新と捉え、研究推進している。

ブロードバンド性の追求では、ネ

ットワークの光技術の高速・広帯域

化を進め、世界の

キャリア・ベンダ

を先導し、経済的

で受容性の高い

「オール光ネット

ワーク」を実現す

べく、超大容量・超低遅延な広域光

トランスペアレントネットワークの

技術革新を追求している。ユビキタ

ス性の追求では、ワイヤレスのブロ

ードバンド化と、ユビキタスネット

ワークの経済化・高度化を目指し、

ミリ波無線伝送に関する技術、膨大

な数の端末、多種・多様なプロトコ

ルを持つ端末に対して受容性の高い

ネットワークの実現に向けて組んで

いる。アジリティの追求では、お客

様の要望とネットワーク状態変化に

俊敏に対応するネットワークを目指

して、複数サービス連携の容易性、

サービス提供の即時化を可能とする

サービスプラットフォームや幅広い

ネットワーク品質やネットワークの

異常時に対して柔軟にトラヒックの

最適化を図れる信頼性の高いネット

ワークの実現に取り組んでいる。

2008年３月にサービスを開始し

たNGNについて、これからも安

心・安全かつ利便性の高いネットワ

ークインフラとして、コスト削減や

運用性向上など研究開発を進めてい

かなければならない。しかしNTT

R&Dはネットワークインフラだけ

でなく、サービス創造グループに向

けて、上位レイヤのサービスを創り

出していく牽引役にもならなければ

ならない。これまで以上にNTT

R&Dにかかる責任は重く、期待も

大きい。研究者１人１人が志を持っ

て、NTTグループ内外から信頼さ

れるR&Dを目指して邁進していく。

17ビジネスコミュニケーション 2009 Vol.46 No.1

NTT

情報を使いこなすICTの実現により
役立つ知識をタイムリに提供する“知の流通”を目指す

バーチャル世界

コンテキスト

等

味嗜好

・価値観、等

家庭で
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図4 R&Dビジョン“知の流通”のコンセプト

図5 “知の流通”の実現に向けた技術革新の方向性

サービス系研究 ネットワーク系研究 
～あらゆる人や物、環境を収集・管理～ 

ユビキタスデータマネジメントの追求 

～メディア理解、コンテキスト適応の知識抽出・検索～ 

メディアコンピューティングの追求 
～最適な行動に導く、リアルな表現と自然な操作性～ 
ナチュラルインタラクションの追求 

～「光」とビジネスを切り拓く～ 

ブロードバンド性の追求 

～新たな事業領域の開拓～ 

ユビキタス性の追求 

～ニーズへの俊敏な対応～ 

アジリティの追求 
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http://www.bcm.co.jp/
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