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ＮＴＴコミュニケーションズが切り開く新しいビジネス環境 
～グローバルなユビキタス環境実現に向けたネットワーク戦略～ 

特 集 

ためには、キャリアフリー／ネット

ワークフリー、デバイスフリー、ク

ラウドフリーで、しかもお客さまの

ご要望に基づきオンデマンドでセキ

ュアに“つなぐ”ことがポイントに

なります。例えばキャリアフリー／

ネットワークフリーという観点で

は、海外を含めたあらゆるネットワ

ーク、有線／無線を含めあらゆるキ

ャリアからシームレスにつながるこ

とが重要です。また、デバイスフリ

ーという観点では、PCやスマート

フォン、タブレット端末などあらゆ

るデバイスから同じサービスを利用

できることが重要です。さらに、あ

らゆるモノという観点では、センサ

ンピュータシステムのクラウド化

（融合）の進展に加え、IPv6による

ユビキタス環境を実現する時代がす

ぐそこまできています。これまでに

も私どもは時代に応じて様々なネッ

トワークサービスを提供してきまし

たが、クラウド時代に最適な新たな

ネットワークとして、全世界どこか

らでもクラウドに必要な環境をすぐ

に利用できるサービスへと変革する

ことを指向したのが「A r c s t a r

Universal One」です。

伊藤 現在、クラウドシームレスな

ネットワークとして「A r c s t a r

Universal One」を提供しています

が、これをクラウドだけでなく、あ

らゆるものをつなぐユビキタスなサ

ービス“UaaS”へと進化させるこ

とで、新たなビジネスチャンスが生

まれると考えています。

－UaaSへの進化のポイントとし

てどんな点があげられますか。

原 ユビキタス環境をサービスとし

て実現するためには、あらゆるモノ

を“つなぐ”、しかも安心安全便利

に“つなぐ”ことが重要です。その

－世界159ヶ国をカバーするグロ

ーバルシームレスなデータネットワ

ークサービス「Arcstar Universal

One」は、貴社が掲げる“グローバ

ルクラウドビジョン”のフラグシッ

プサービスと捉えていますが、その

コンセプトからお聞かせください。

原 ひと言でいいますと「あらゆる

ものをユビキタスにつなぐ環境をサ

ービスとして提供する、すなわち

UaaS（Ubiquitous as a Service）

の実現」です。ブロードバンド環境

の整備、FMCやネットワークとコ
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ーデバイスやマシン、机やコップを

含めあらゆるモノがつなぐ対象にな

ります。世の中、まだまだつなぐも

のが沢山あります。地球上のあらゆ

るものを有機的につなぐ環境を提供

することで、無限に広がる市場が生

まれると考えています。

伊藤 モノとモノをつなぐ際に有効

なのが IPv6です。あらゆるものを

つなぐには従来の IPv4ではアドレ

スが足りません。ブロードバンドや

クラウド環境が整った今こそ、

IPv6の出番だと考えています。さ

らに、仮想ネットワーク技術を利用

することで、従来は同一物理ネット

ワーク間でしかつながらなかったモ

ノとモノを、最適ルートでセキュア

につなぐことが可能になります。

－仮想ネットワークによって、ど

のようなことが実現できますか。

伊藤 例えば、スマートフォン1つで、

日本に居ながらにして即日海外オフ

ィスを開設するといったことが可能

です。必要なデータやアプリケーシ

ョンはクラウドの上にあり、仮想ネ

ットワークによって世界中どこから

でもつがるキャリアフリー／ネット

ワークフリーの環境が実現できるか

らです。海外との音声通話もIPネッ

トワークを通じて定額で可能になり

ます。UaaSは次の10年に向けた新た

な試みですが、既にUaaSの基盤とな

る仮想ネットワーク技術を活用した

取組みとして、後続の頁で紹介する

ようなオンデマンドにネットワーク

の接続制御が行えるクラウド向けリ

モートアクセスサービスや、近距離

無線区間（ラストメートル）にWi-Fi

に加え920MHz帯を利用した特定小電

力無線方式（ZigBee）を活用した

M2Mサービスの取組みを加速してい

ます。このサービスのトライアルを

今年中に実施したいと考えています。

－ラストメートルでZigBeeを活

用される理由は。また、M2Mサー

ビスとして、どの程度の市場規模を

想定されていますか・・・・。

伊藤 センサー系で使われている

ZigBeeは現在標準化が進んでおり、

この夏以降には通信距離を伸ばせる

ようになるというのが大きな理由で

す。M2Mサービスは、自販機やコ

イン駐車場などを中心にしたBtoB

から、オフィス機器管理や防犯・セ

キュリティといったBtoBtoBへの

展開、そして家電制御やスマートメ

ーターといったBtoBtoCへの展開

まで、３つのステップを考えていま

す。市場規模は合わせて5,000億円

規模程度だと考えています。

－UaaSは、次の10年に向けた新

しいネットワークの取組みというこ

とでしたが・・・・。

原 既にお話したようにネットワー

クの垣根、国の垣根を超え、地球上

のあらゆるものがネットワークにつ

ながる対象物（Object）になります。

あらゆるモノがつながる“O 2O

（Object to Object）”の環境を整え、

ユビキタス環境をサービスとして提

供するのがNTT Comの役割であ

り、使命だと思っています。

－ユビキタスな環境をサービスと

して提供する際の収益モデルをどの

ようにお考えですか。

原 あらゆるものをユビキタスにつ

なぐ環境を用意することによって、

その上で様々な方々がビジネスを展

開されます。その環境をしっかりと

維持管理・運営し、従来の1メガあ

たりいくらという回線収入から、ユ

ビキタス環境上で得られるサービス

収入の一部から対価を払っていただ

くというモデルに通信ビジネスを変

えていきたいと考えています。

－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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図　UaaS(Ubiquitous as a Service）のサービスコンセプト

―仮想ネットワークによって、どの

ようなことが実現できますか。

―ラストメートルでZigBeeを活用

される理由は。また、M2Mサービス

として、どの程度の市場規模を想定さ

れていますか・・・・。

―UaaSは、次の10年に向けた新し

いネットワークの取組みということで

したが・・・・。

―ユビキタスな環境をサービスとし

て提供する際の収益モデルをどのよう

にお考えですか。

―本日は有難うございました。

O2O（Object to Object）を含め
真のユビキタス環境の実現が使命

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

	Button2: 


