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序
我 が 国 機 械 工 業 に お け る 技 術 開 発 は 、戦 後 、既 存 技 術 の 改 良 改 善 に 注 力 す る
こ と か ら 始 ま り 、や が て 独 自 の 技 術・製 品 開 発 へ と 進 化 し 、近 年 で は 、科 学 分
野にも多大な実績をあげるまでになってきております。
し か し な が ら 世 界 的 な メ ガ コ ン ペ テ ィ シ ョ ン の 進 展 に 伴 い 、中 国 を 始 め と す
る ア ジ ア 近 隣 諸 国 の 工 業 化 の 進 展 と 技 術 レ ベ ル の 向 上 、さ ら に は ロ シ ア 、イ ン
ド な ど Ｂ Ｒ Ｉ Ｃ ｓ 諸 国 の 追 い 上 げ が め ざ ま し い 中 で 、我 が 国 機 械 工 業 は 生 産 拠
点 の 海 外 移 転 に よ る 空 洞 化 問 題 が 進 み 、技 術・も の づ く り 立 国 を 標 榜 す る 我 が
国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。
こ れ ら の 国 内 外 の 動 向 に 起 因 す る 諸 課 題 に 加 え 、環 境 問 題 、少 子 高 齢 化 社 会
対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、
従 来 に も 増 し て ま す ま す 技 術 開 発 に 対 す る 期 待 は 高 ま っ て お り 、機 械 業 界 を あ
げて取り組む必要に迫られております。
こ れ か ら の グ ロ ー バ ル な 技 術 開 発 競 争 の 中 で 、我 が 国 が 勝 ち 残 っ て ゆ く た め
に は こ の 力 を さ ら に 発 展 さ せ て 、新 し い コ ン セ プ ト の 提 唱 や ブ レ ー ク ス ル ー に
つ な が る 独 創 的 な 成 果 を 挙 げ 、世 界 を リ ー ド す る 技 術 大 国 を 目 指 し て ゆ く 必 要
が あ り ま す 。幸 い 機 械 工 業 の 各 企 業 に お け る 研 究 開 発 、技 術 開 発 に か け る 意 気
込 み に か げ り は な く 、方 向 を 見 極 め 、ね ら い を 定 め た 開 発 に よ り 、今 後 大 き な
成果につながるものと確信いたしております。
こ う し た 背 景 に 鑑 み 、当 会 で は 機 械 工 業 に 係 わ る 技 術 開 発 動 向 調 査 等 の 補 助
事 業 の テ ー マ の 一 つ と し て 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 産 業 協 会 に 「 NGN と イ ン タ
ー ネ ッ ト サ ー ビ ス (Web2.0+Post Web2.0)が 創 生 す る 新 し い IP 機 器 産 業 に 関 す
る 調 査 研 究 」を 調 査 委 託 い た し ま し た 。本 報 告 書 は 、こ の 研 究 成 果 で あ り 、関
係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。
平成２０年３月
社団法人
会
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長
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第 2 回 7 月 30 日（月）
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第 11 回
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第 12 回
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調査研究項目
調査研究内容についてのフリーディスカッション
●NGN の国際標準化動向調査
●NGN とインターネットサービスの国際動向調査
・固定・移動融合サービスの国際動向
●NGN とインターネットサービスの国際動向調査
・我が国の主要キャリアのサービス計画調査
－NTT の事業計画
●インターネットの事業構造と NGN 有効利用
インターネットサービスの検討
・Web2.0、Post Web2.0 の事業構造
・NGN を有効利用可能なインターネットサービス
●NGN とインターネットサービスの国際動向調査
・米国の動向調査
・欧州の動向調査
●我国の NGN とインターネットサービスの
産業構造の検討
・ｻｰﾋﾞｽ提供者から見た課題
・欧州における NGN の現状とポスト NGN への展望
●NGN とインターネットサービスの国際動向調査
・我国の主要キャリアのサービス計画調査
－KDDI
－ソフトバンクモバイル
●我国の NGN とインターネットサービスの
産業構造の検討
・NGN インターフェースの課題
●我国の NGN とインターネットサービスの
産業構造の検討
・NGN とインターネットサービスが作る事業構造
●我国の NGN とインターネットサービスが創生する
産業構造のあるべき姿
●新しい IP 機器産業育成と推進のための提言
・NGN と国際競争力
報告書まとめ

備考
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自主研究会
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第１章
１．１

NGNの国際標準化動向
NGN標準化の経緯

NGN 標準 化活動 の経 緯につ いて みる。 欧州 の標準 化機 関である ETSI（European
Telecommunications Standards Institute）が 2003 年９月に TISPAN プロジェクトを発足させて
いる。TISPAN は、電話交換網の信号方式を規定してきた SPAN（Services and Protocols for
Advanced Networks）と VoIP の技術を検討してきた TIPHON （Telecommunications and
Internet Protocol Harmonization Over Network）とが統合して TISPAN プロジェクトとなった
ものである。TISPAN は 3GPP（ETSI の中に事務局がある）というモバイル系の標準化を
行っている機関と合同でワークショップを開き、NGN の検討基盤を IMS リリース６とす
ることで決定している。

3GPP は第３世代の標準化の作業を行うパートナーシップロジェクトである。3GPP が
W-CDMA、3GPP2 が CDMA1 の標準化を行っている。日本の携帯キャリアとの関連でいえ
ば、3GPP はドコモとソフトバンク、3GPP2 が KDDI ということになる。3GPP は SIP の利
用規程である IMS（IP Multimedia Subsystem）の検討を行い、2004 年末に SIP 利用規程の
第２版となるリリース６を完成させた。周知の通り、SIP は IETF で検討された技術であり、
それをモバイルの 3GPP に付加し、その後固定系の TISPAN で検討された。これは、3GPP
が規定した SIP サーバ群規定（IMS リリース６）をベースに、固定 IP 網上の電話、ならび
に将来の FMC につながるマルチメディアサービスの仕様を検討していくということであ
る。その最初のリリースであるリリース１が 2006 年に発表された。リリース１１では約
60 件の規格が制定されている。

欧州の標準化機関の ETSI/TISPAN に対して、国際標準を決める ITU-T では、既存の SG
（Study Group）とは別に、NGN に特化したグループを作った。これが FG-NGN（Focus Group
NGN）である。FG-NGN では、アーキテクチャを扱う SG13 が検討を行い、概要編を作成
している。NGN アーキテクチャ、SIP サーバ群規定、QoS 実現方式、PSTN/ISDN エボリュ
ーション、セキュリティなどを集中的に検討している。

次に、ITU-T における NGN 検討の経緯を少し詳しく説明する。ITU-T における NGN の
標準化は、2003 年７月に NGN のワークショップを開催したところから始まる。SG13 と呼
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ばれるアーキテクチャを検討するグループに、NGN に関連した課題を集中的に研究する
NGN-JRG（Joint Rapporteur Group）を設置した。2004 年６月に NGN の定義、概要と原則・
参照モデルを勧告して、その後そのグループを発展解消して FG-NGN を設置し、IMS ベー
スの NGN 研究に移行した。

ITU-T FG-NGN は、NGN 機能アーキテクチャ、FMC （Fixed Mobile Convergence）環境
を含むモビリティ、QoS （Quality of Service）、NGN サービス制御と信号方式、 認証機能
を含むセキュリティ、既存システムから NGN システムへの移行、ITU-T SG 内における既
存の NGN 検討、JRG-NGN で検討着手した課題、他組織の関連活動などを研究スコープと
して活動を開始した。

Focus Group の議長であるリー氏のプレゼン資料からの抜粋を下図に示した。これによれ
ば、NGN は「次世代インターネット」ではなく、「次世代公衆テレコム網」である。IMS
網ではなく、IMS をコアとする網である。固定専用網あるいは移動専用網ではなく、固定
と移動を融合する機能を持ったものである。ベストエフォート型ではなく、保証型であり、
閉じた公衆網ではなく、オープン IF を規定した網である。網の利用形態のみを規定するも
のではなく、実際のビジネスのサポートまでを考慮したものである。

図表 1.1-1 FGNGN の検討結果からみた NGN

ITU-T では、Focus Group を設置して NGN の検討を行ってきたが、活動しやすいように
組織を変更してきている。NGN の中核となるテーマに対し、関連性の高い課題の合同会合
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を行う。関連する SG の会合としては、アーキテクチャの担当、プロトコールの担当、モ
バイル系の 3GPP 系の規格化を担当するグループがあったが、これらを同時に開催するこ
とによって、効率的に進めていくという目的で、NGN-GSI という枠組みを作った。テーマ
としては、NGN サービス規定、FMC、アーキテクチャ等がある。Focus Group と異なり、
既存の課題を検討するところを利用するという形であり、SG の検討を効率化するという
ことを期待した結果である。また、SG11/13/19 の会合の間に、３ヵ月周期で課題を検討す
るラポータ会議も同時に開催して、事務方の作業も効率化した。こうした活動を NGN-GSI
という風に呼んでおり、昨年４月に最初の会合が神戸で開催された。これまで３回程度開
催されている。

ヨーロッパにおける標準化機関である ETSI/TISPAN、国際標準化機関 ITU-T の検討状況
について述べたが、一方、米国がどのような状況にあるかについてみる。米国では、ATIS
という標準化機関で NGN の標準化が検討されている。ATIS は米国における ICT に関わる
標準を策定する組織であり、米国の規格協会（ANSI: The American National Institute）によ
る認証標準化機関のひとつである。
ATIS では 2004 年春に NGN 検討グループを設置して、
2006 年５月までに要求条件抽出、NGN 導入に向けたロードマップ、各標準化の差分分析
を実施した。用語の整合性も含めて IMS 型のアーキテクチャを支持している。

次に、アジアの動向をみる。CJK という日中韓の標準化組織が年に１回会合を開催して
いるが、そのサブワーキングとして NGN、3G、ネットワーク ID の３つのグループがある。
このワーキンググループで NGN についての検討が進められている。CJK は情報交流のた
めに定期的に開催されている。ワーキンググループについては、年に２回程度開催してい
る。この組織は標準化団体の会合であり、中国は CCSA（China Communications Standards
Association：中国通信標準化協会）、日本は TTC（Telecommunication Technology Committee：
情報通信技術委員会）、韓国からは TTA （Telecommunication Technology Associations：電気
通信技術協会）が参加している。これ以外には B3G の関係から ARIB が参加している。

NGN 標準化機関を以下の図にまとめた。元々NGN のベースになる IMS は、IETF のイン
ターネット上での音声・映像通信のための SIP というプロトコールから発生し、それを携
帯電話のオール IP 化のための IMS として完成したものを、TISPAN で固定電話に採用して
いくものである。一方、アメリカでは TISPAN の検討結果を支持するとともに、実装促進、
補完部分を ATIS で進めていく。これを全体的な国際標準化として ITU-T にもっていくと

3

いう構図が現状である。CJK については、アジアのコンセンサスをとるということで、意
見交換した上で ITU-T に持って行っているという状況にある。

図表 1.1-2 NGN 標準化機関の概要

国内標準についてみると、総務省の情報通信審議会の ITU-T 部会のなかに、NGN-WG
がある。このワーキングと、TTC の専門委員会の中にある NGN アップストリーム SWG
と NGN 信号アップストリーム SWG が合同開催する形をとっている。国内の NGN 関係の
アップストリームについては、実際の作業は TTC で行い、その案を情報通信の各審議会に
上げて、国として了承してもらうというプロセスになっている。

１．２

リリース１のサービス概要

次にリリース１のサービス概要について述べる。NGN の定義については、TTC 標準か
らの抜粋である。ベースとなっているのは ITU-T の標準である。NGN は電気通信サービ
スの提供が可能で、広帯域かつ QoS 制御可能な様々なトランスポート技術を活用可能な、
パケットベースのネットワークであり、サービス関連機能がトランスポート関連技術とは
独立している。利用者は、ネットワークに自由に接続でき、さらに、競合するサービスプ
ロバイダやサービスを自由に選択できる。普遍的モビリティをサポートし、利用者に対し
て一貫したユビキタスなサービス提供を可能とする。要は、QoS を保証するブロードバン
ドサービスを提供することと、固定から移動までを含めたサービスの提供であるといえる。

NGN の基本的な考え方を示した下図は、TTC 標準の JT-Y2011 から抜粋したものである。
NGN の基本機能は、サービス付与機能と転送機能の大きく二つのストラタム（層・階級）
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に分離したモデルで検討することとしている。ストラタムは層という意味であり、ここに
示したようにサービス付与機能としての「サービス・ストラタム」と、NGN 転送機能とし
て「トランスポート・ストラタム」という２つのモデルが NGN のベースとなっている。
転送機能はパケット型を想定しており、IP のプロトコールが基本となっている。サービス
付与機能は、電話、WWW、ビデオ配信などの機能を提供する。最初の検討対象は、IP 電
話、ビデオチャット、テレビ会議を実現するセッション制御機能である。NGN 分離モデル
によって装置の柔軟な配置、独立発展する最新技術への対応を可能としている。

図表 1.2-1 NGN の基本的な考え方（TTC 標準 JT-Y2011 より）

アーキテクチャの全体像については、ITU-T の Y.2012 からの抜粋である。NGN トラン
スポート・ストラタムの機能は、オール IP 化されたコアネットワークによってすべての情
報を IP パケットで通信するトランスポートを持つストラタムである。NGN サービス・ス
トラタムの機能というものは、サービス制御機能を示し、IP ベースのパケット・ネットワ
ーク上でも様々なアプリケーションが提供できるストラタムである。
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図表 1.2-2 NGN アーキテクチャの全体像（Y.2012 より）

NGN は UNI、NNI、ANI という３つのインターフェースを持つ。UNI（User to Network
Interface）はユーザ網インターフェースのことで、ユーザ端末と NGN との間のインターフ
ェース仕様である。NNI（Network to Network Interface）は網間インターフェースのことで、
NGN と他のネットワーク、インターネット、電話網等を相互接続するためのインターフェ
ース仕様である。ANI（Application to Network Interface）はアプリケーション・ネットワー
ク・インターフェースで、音声、映像、データなどを提供するアプリケーション機能と NGN
の間のインターフェース機能である。

NGN のアーキテクチャの概要は、２つのストラタムと３つのインターフェースから構成
されている。

続いて、NGN のリリース１で達成できるサービス例について述べる。これは ITU-T の
文章からの抜粋である。リリース１ではセッション型のサービスの実現方法を中心に検討
している。マルチメディアサービスとしては、リアルタイム会話型音声、メッセージング
サービス（IM、SMS、MMS 等）、プッシュツートークオーバ NGN （PoN）、ポイント to
ポイントインタラクティブマルチメディアサービス（ビデオ電話等）、協調型インタラクテ
ィブコミュニケーションサービス（ファイル共有、e-ラーニング等）、コンテンツデリバリ
ーサービス、プッシュ型サービス、放送サービス、企業向けホスティングおよびトランジ
ットサービス（IP セントレックス等）、情報サービス、ロケーション型サービス、プレゼ
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ンス/通知サービス、3GPP Release 6/3GPP Release A OSA ベースサービスなどである。

PSTN のエミュレーション、シミュレーションについては電話網の IP への移行というこ
とで、２つのパターンに分類されて検討されている。この２つのパターンは二者択一では
なく併置と位置付けられている。エミュレーションは、IP のインフラを用いて PSTN/ISDN
と同等なサービスとインターフェースを提供するサービスである。これは電話交換機の置
換えということになる。ユーザはサービス的には電話が使えるため、これまでと変わらな
い印象で電話を使うことができる。シミュレーションは、ユーザに IP インターフェースを
提供し、公衆電話網と似たサービスを IP 上のセッション制御を用いて提供するサービスで
ある。電話＋αのサービスの提供になる。

図表 1.2-3 NGN リリース１のサービス例（１）

データ通信サービスとしては、VPN サービス、既存データサービス（ファイル転送、電
子メール、Web ブラウジング等）、データ収集型サービス（tele-software 等）、オンライン
アプリケーション（オンライン販売、e-コマース等）、センサネットワークサービス、リモ
ート制御/テレアクションサービス（ホームアプリケーション制御、テレメトリー、警報等）
などがある。公衆向けサービスとしては、緊急通信（災害通信を含む）、障がい者のサポー
ト、通信傍受、サービスプロバイダ選択、顧客保護（悪意呼の追跡、ユーザ ID 表示）等
がある。
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図表 1.2-4 NGN リリース１のサービス例（２）

NGN リリース１の主な勧告については、2000 番台が ITU-T の NGN 関係の勧告となって
いる。Y.2001 群サプリメント 1 で NGN リリース１のスコープ、Y.2201 が NGN リリース
１の要求条件、Y.2012 でアーキテクチャ、Y.2021 で NGN の 3GPP、IMS の位置づけが決ま
っている。Y.2012 のサプリメント 1 でセッションボーダ制御、Y.2111 がリソース／受付制
御機能、Y.2701 が NGN R1 のセキュリティ要求条件が決められている。

図表 1.2-5 NGN リリース１の主な勧告
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１．３

特徴的な技術分野

IMS は IP Multimedia Subsystem の略称で、IP 網上で呼処理と多彩なマルチメディアサー
ビスを提供する機能群である。IMS は、IETF 規定のセッション制御プロトコル（SIP）の
プロファイリングの一種で、Voice, Video, Presence, Messaging, Conference 等の提供を想定し
ており、アクセス網やコア網には依存しない、外部のアプリケーション機能と連携して付
加サービスの提供が可能である。IMS は、認証、通信相手の発見、番号の翻訳、端末能力
の交渉、通信の設定と解放等の機能を提供する。

図表 1.3-1 IMS の概要

IMS は、位置情報の管理をしていることから位置情報管理の加入者データベースを HSS
（Home Subscriber Server）で集中管理しているという特徴がある。ローミングサポートは、
“在圏網”と“ホーム網”により事業者間ローミングを実現している。ユーザ認証用 ID
は、通信用 ID（例：電話番号）と別に認証用 ID を設定して、SIM カードによる個人認証
を実現している。サービスプラットフォームでは、アプリケーションサーバにより、差異
化サービスを実現。該サーバをユーザへ開放し、ユーザの情報処理アプリケーション（CRM
など）と連携可能である。

NGN がベースとする IMS については、ITU-T の Y.2021 より抜粋したものである。下図
は少しわかりにくいが、SIP のプロキシ相当の CSCF （Call Session Control Function）を中
心とした構成である。メディアを処理する部分と、それを制御する部分が対になる分離モ
デルである。転送系は、GM インターフェースで連携する。
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図表 1.3-2 NGN がベースとする IMS（Y.2021 より）

IMS の特徴の一例である CSCF の機能について説明する。通常出先からはコンピュータ
で自分のサーバにアクセスするが、自分が存在する在圏網のところの QoS、認証を受けな
いでサーバにアクセスすることになる・しかし、IMS を使うことによって、在圏網のプロ
キシの CSCF を通して自分が加入しているサービングのコールセッションコントロールに
入る形になる。要は、在圏網でも QoS や認証機能を使い、自分のホーム網の認証、QoS の
機能を使うことによって、エンド・ツー・エンドの認証や QoS を利用することが可能とな
る。

図表 1.3-3 IMS の特徴例（プロキシ CSCF によるローミング）

QoS に関する主要課題について説明する。音声パケットの優先転送は当然のことで、過
度に音声通信を設定しない／させないことが重要である。IP パケット交換の場合には明確
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な受付制御がないため、リソースとアドミッションコントロールファンクションを付加す
ることによって QoS を担保するという方向にもっていくという課題がある。この課題に対
して、エンド・ツー・エンドの品質制御を行うための機能として、Y.2111 がある。リソー
スとアドミッションコントロールファンクションを配するということで解消している。
NGN では、エンド・ツー・エンド品質制御の実現に向けて、ネットワーク内の帯域を管理
して、ネットワーク転送機能を制御する機能の配置を考えている。その理由は、インター
ネット上で映像以外のホームページなどをダウンロードするときは、パケットが欠けても
それを補完するように修正して送り、最終的には補正された形にする必要があるからであ
る。実際に映像などのサービスでは、画像の欠落が起こるとサービスができなくなる。そ
れを解消するために、帯域補完、空き情報を確認するような機能を持ち、転送することに
よってリアルタイムなサービスを提供することを可能とする。

図表 1.3-4 エンドツーエンド品質制御の機能（Y.2111 より）

１．４

今後の標準化計画

最後に今後の標準化計画について述べる。現在 ITU-T はリリース２の課題を検討してい
る。リリース２の課題については７つの項目があげられている。フルモビリティ、マルチ
キャスト機能を含む IPTV、フューチャパケットベースネットワーク、高速ワイヤレスアク
セス、シングルサインオン、ユーザ宅内のモデル化、ネットワークマネージメントである。
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特に IPTV についてはネットワークのマネジメントという観点から、ID のマネジメントを
検討する ITU-T の Focus Group が立ち上がり、その会合が 2007 年７月に日本で開催された。

今後の動向については、ITU-T の SG13（サービス要求条件とアーキテクチャ）と SG11
（実装するプロトコル）がメインとなるが、サービス要求とアーキテクチャが昨年決まり、
現在はプロトコールを検討している段階である。一方、TISPAN では、リリース２でプロ
トコールの完成をめざしており、これは 2007 年９月に完成予定である。3GPP では、コア
の IMS について検討しているが、TISPAN の方でも共通事項について検討している。

図表 1.4-1 NGN 標準化の今後の予定

2007 年６月に世界の標準化の関係者が集まる会議（GSC）が神戸で開催された。日本
（ARIB、TTC）、中国（TTA）、韓国（CCSA）、カナダ（ISACC)、アメリカ（ATIS、GIA）、
ヨーロッパ（ETSI）などの関係者が集まった。その会期中に、NGN に関連する各標準化
機関のリーダーと ITU-T 局長のジョンソン氏との意見交換会を行った。ジョンソン氏から
は 3GPP で検討する内容を ITU-T の Focus Group 的な中に入れ込みたいといった提案があ
った。ITU-T の次会期への課題として検討されるであろう。
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第２章
２．１

NGNとインターネットサービスの国際動向
固定・移動融合サービスの国際動向

２．１．１

固定・移動融合サービス概要

固定・移動融合（FMC）サービスとは、利用者に対して固定電話と携帯電話のサービス
を論理的または物理的にパッケージ化して提供するサービスである。ここで敢えて電話と
したが、サービスとしてはデータ通信も対象となる。しかし、業界内でのいろいろな議論
をみる限りにおいては、電話サービスが中心になっている。

（１）FMCサービス

FMC サービスとは、従来「固定は固定」、
「移動は移動」と垂直統合型でネットワーク・
端末・サービスを提供していたものを、水平統合型にまとめ直したものである。切り方で
いろいろなサービス形態がある。例えば、オペレーション面で切ると、窓口を一本化すれ
ばワンストップ、請求書を統合したものがワンビリングである。いわゆるホームゾーンサ
ービスは固定網を使用していないが、固定電話相当の料金サービスという意味合いで、ひ
とつの FMC サービスということになる。ネットワーク部分を融合したものが、バンドル
サービスである。例えば、ブロードバンド、固定電話、TV を融合するとトリプル・プレ
ー・サービスになり、これに携帯電話をつけるとクワドラプル・プレー・サービスになる。
これらは、物理的には融合しておらず、個々のサービスのセットである。また、ボイスメ
ール、番号統合などは物理的な統合を伴う。端末部分を統合したものがワンフォン型 FMC
サービスといわれているものである。
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図表 2.1.1-1 FMC サービスの形態
融合サービス例

適用レイヤ

ワンストップ（受付窓口一本化）
ワンビリング（請求書統合）
ホームゾーンサービス（料金割引）

ネットワーク

回線/サービスバンドル
ボイスメール（留守番電話）統合
メールアドレス統合
ワンナンバー（電話番号統合）

固定(IP)網

移動網

DSL

垂直 統合

オペレーション

ワンフォン（端末統合）

端末
固定(IP)電話

携帯電話

水平統合

出典：情総研作成

（２）ワンフォン型FMCサービス

ワンフォン型 FMC サービスは、基本的には固定電話事業者が提供するサービスであり、
固定電話事業者にとって魅力的なサービスとなっている。このサービスは、屋内と屋外で
共通に利用可能な携帯型端末による固定電話・携帯電話の融合サービスである。言わば、
家庭内のコードレス電話と携帯電話を結合したようなものである。

既存固定電話事業者が積極的にワンフォン型 FMC を採用する背景には、固定電話離れ
が世界的に進んでいることがあげられる。そのひとつの流れは携帯電話へのシフトである。
家庭内でも携帯電話で通話する人が多いことから、固定電話離れが起きている。もうひと
つの流れは、VoIP サービスの広がりである。携帯電話と VoIP が、既存の固定電話市場を
奪っているということである。一方、固定電話事業者には新しい収益基盤の確立という点
から、ブロードバンドビジネスを拡大していきたいという戦略がある。これら「固定電話
離れへの対応」と「ブロードバンドビジネス拡大」の意図を組み合わせたものが FMC サ
ービスということになる。すなわち、携帯電話と VoIP とブロードバンドをセットにしたも
のである。固定と携帯のネットワークを組み合わせ、屋内では安い固定 VoIP 電話サービス
を提供し、屋外では携帯電話サービスを提供するということである。
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（３）ホームゾーンサービス

ホームゾーンサービスは、移動通信事業者が競争対抗上行っているサービスで、欧州で
積極的に展開されている。このサービスは、自宅周辺から携帯電話を利用して発信する際
の通話料金を固定電話並みに下げるという料金サービスである。携帯電話と固定電話の大
きな違いに、固定電話の方が通話料金が安いという点があるが、それを携帯電話で代替す
るサービスである。それ故、固定移動代替（FMS）サービスといわれる。

このサービスを提供する背景は、事業者の立場で異なる。後発や非大手の通信事業者は、
携帯電話市場が飽和しているなかでは、大手の移動通信事業者からの奪取による加入者増
を狙う。そのためには、サービスの差別化が必要である。さらに、携帯電話だけではなく
固定電話のユーザやトラフィックも奪うという戦略がある。実際、後発非大手通信事業者
がサービスを開始したホームゾーンサービスはかなり成功している。自宅からかけるとき
に料金が安いという、非常にわかりやすいサービスのためである。これに対して、既存の
大手移動通信事業者の戦略は対抗手段である。すなわち、自分の顧客の流出防止のために、
同じホームゾーンサービスで対抗する。固定通信事業をグループ内に持っている事業者の
場合は、自社グループの固定電話顧客を他社に奪われるよりは、自グループの携帯電話事
業の方に移行させてグループ内で囲い込んだほうが良いという戦略もある。

発信する際の通話料金が安くなるホームゾーンは必ずしもホーム（自宅）に限定される
ものではない。一般的には家屋よりもかなり広いエリアで割安料金が適用される。平均的
には自宅の周囲２キロ程度といわれているが、この範囲はエリアや事業者によっても異な
る。多くのホームゾーンサービスでは、携帯電話の基地局のセルをホームゾーンとしてい
るため、都会では狭くなり、田舎に行くと広くなるという傾向がみられる。平均２キロで
あるから、場合によっては最寄りの駅やシッピングセンターまでもカバーされることにな
る。従って、このサービスは、ARPU をかなり下げる可能性があり、移動通信事業者も開
始するにあたってはかなり慎重にやっている。つまり、積極的にはやりたくないが、競争
対抗上やらなくてはいけないという状況になったときに行うサービスであると言える。

（４）海外のFMCサービス動向

海外の主要な FMC サービス導入状況を下図に示す。主な動きは欧州でみられる。2006
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年からワンフォン型 FMC サービスが本格的に提供され始めている。例えば、ブリティッ
シュ・テレコム（BT）の Fusion というサービスは 2005 年６月にスタートしているが、バ
ージョンアップして現在は Fusion plus になっている。フランス・テレコム（サービス提供
業者は Orange）は unik というサービスを始めている。イタリアでは、テレコム・イタリア
が Unica を試験サービスを開始し、ドイツ・テレコムの固定通信事業部門である T-Com も
同様のサービスを開始している。一方で、2005 年以降ドイツでは、ホームゾーン（FMS）
サービスの競争が激しくなっている。後発の小規模移動通信事業者である O2 は、T-Mobile、
Vodafone から顧客を奪うという戦略の元に 1999 年から Genion というサービスを開始し、
これがヒットした。そして、これに対抗する形で、Vodafone（2005 年）と T-Mobile（2006
年）もサービスを開始している。サービス契約者数をみると、ワンフォン型 FMC サービ
スは数万から多くても 15 万程度であるのに対し、ホームゾーン（FMS）サービスは 100～
200 万の契約者数となっており、ワンフォン型 FMC とは桁違いに多いという状況にある。

図表 2.1.1-2 海外における主要 FMC/FMS サービス導入状況
イギリス
BT「F usi on（Fusion p lus）」(2005年6月～)
Orange「uni q ue」(2006年11月～)

デンマーク
TeliaSonera「H ome fre e」
(2006年8月～)

韓国
KT「One Phone」(2004年7月～2006年4月)
LTテレコム「気分ゾーン」(2006年4月～)
日本
NTT DoCoMo「PA SSA GE D U PLE」
(2004年11月～)

オランダ
Orange「uni q ue」
(2006年10月～)

米国
T-Mobile USA「H otSp ot@Home」
(2007年6月～)

フランス
Neuf Cegetel「TW I N 」(2006年6月～)
Orange(FT)「uni k」(2006年10月～)
SFR「H ap p y Zone」(2007年3月～)

イタリア
Vodafone Italy「Casa」(2006年5月～)
TI「U ni ca」(2006年9月～)

シンガポール
Singtel「mi oMobile」(2007年1月～)
ドイツ
O2「Ge nion」(1999年7月～)
Vodafone D2「Zuhause」 (2005年12月～)
T-Mobile(DT)「T- Mob ile@home」(2006年1月～)
T-Com(DT)「T- One 」(2006年8月～2007年3月)
※青字はワンフォン型FMCサービス、緑字はホームゾーン（FMS）サービス
出典：情総研作成

（５）ワンフォン型FMCサービスの技術

ワンフォン型 FMC の融合方式としては、CTP、SIP、UMA、VCC の４種類がある。

CTP は韓国の FMC サービス「One Phone」が採用している方式である。ネットワーク部
分はそれぞれ独立の固定回線交換網と移動回線交換網が相互に接続されているだけの構成
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であり、端末部分も基本的にはコードレス電話と携帯電話を結合させただけとなっている。
ただし、屋内からの発信時は、携帯電話よりもコードレス電話を優先する程度の作り込み
はしている。

図表 2.1.1-3 FMC のネットワーク融合方式（CTP）
CTP（Cordless Telephony Profile）

固定網
(PSTN)

移動網

SW

MSC

BSC

Bluetooth

AP

GSM

BTS

コードレス電話
(固定番号)

GSM携帯
(携帯番号)

（出典：情総研作成）

SIP は、固定の IP 網（VoIP サービス）と移動の回線交換網を組み合わせたものである。
この方式も、ネットワーク部分は単なる相互接続であり、端末も SIP 制御の VoIP 電話と携
帯電話を結合させたものである。

図表 2.1.1-4 FMC のネットワーク融合方式（SIP）
SIP（Session initiation Protocol）

固定(BB)網

移動網

SIP
サーバー
MSC

MG

RT

D SL

BSC

AP

Wi-Fi

GSM

BTS

SIP制御VoIP電話
(固定番号)

GSM携帯
(携帯番号)

（出典：情総研作成）

UMA は、現在のワンフォン型 FMC サービスの主流となっている方式である。BT の
Fusion、Orange の unik などがこの方式を採用している。ネットワーク的な融合がなされて
おり、移動網のコアネットワークをベースにして、固定ブロードバンド IP 回線を移動網の
アクセス回線の一部として使っている形態となっている。UMA Network Controller（UNC）
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が、移動網でいうところの基地局制御装置（BSC）に相当し、移動網でいう基地局（BTS）
に相当するものが、Wi-Fi 対応のアクセスポイントとなる。移動網からみれば、BTS とア
クセスポイントは同じようにみえるが、BSC と BTS の間を専用線で接続しているのに対し
て、UNC とアクセスポイントの間はコンシューマ向けのブロードバンド回線で IP トンネ
ルを使って接続している点が異なる。この様に、トランスポート部分は異なっているが、
呼制御や移動制御といった制御部分は移動網の仕組みを共通で利用する。端末は、言わば、
携帯電話をベースに、Wi-Fi も使える様にしたものということになる。

図表 2.1.1-5 FMC のネットワーク融合方式（UMA）
UMA（Unlicensed Mobile Access）

PSTN網等

移動網

固定(BB)網
MSC

RT

D SL

U MA
N e twork
Controller

AP

Wi-Fi

BTS

GSM制御VoIP電話
(携帯番号)

BSC

GSM

GSM携帯
(携帯番号)

（出典：情総研作成）

将来の融合技術として VCC があり、3GPP で検討されている。固定網の部分が IMS 基盤
の IP 網となる。これに移動網の回線交換網を VCC というサーバでつなぐ。VCC サーバが
SIP と回線交換のプロトコールの両方を理解して相互変換するという仕組みでネットワー
クを融合する。端末は基本的に SIP 制御の VoIP 電話と携帯電話を融合したものとなる。今
のところ、VCC を FMC サービスとして採用しているところはない。
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図表 2.1.1-6 FMC のネットワーク融合方式（VCC）
VCC（Voice Call Continuity）
IMS網
V CC
サーバ-

RT

MSC
移動網
BSC

D SL

固定(BB)網

Wi-Fi

AP

BTS

GSM

GSM携帯
(携帯番号)

（出典：情総研作成）
現在の主流は UMA 方式であるが、固定網に NGN が導入され、IMS 基盤となった段階
では VCC 方式が有望であると考えられる。さらに、移動網までもが IMS 化した段階にな
ると、VCC サーバではなく SIP 方式で統一的に制御されるものと考えられる。

２．１．２

海外のFMC／FMSサービス事例

（１）ワンフォン型FMC：BTのFusion

BT の「Fusion」は、2005 年６月にスタートしている。最初は屋内の無線方式にブルート
ゥ－スを使っていたが、2007 年１月から Wi-Fi に変更し、サービス名称を「Fusion plus」
に変更した。BT は移動通信事業を売却してしまったが、再参入の意向があり、移動通信
事業者としてプレゼンスを確保したいというねらいがあるものと思われる。現状、技術的
先進性の象徴として世界的に認知されているが、残念ながら 2007 年 5 月末時点で契約者数
は約４万にとどまり、商業的には成功していない。

図表 2.1.2-1 BT の Fusion の対応端末
Fusion（Fusion plus）対応端末

Nokia
6136

BT Fusion plus対応端末

アクセスポイント

Samsung
P200

BTホームハブ

Motorola
A910

出典：BT 報道発表等
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（２）Orangeのunik

Orange の「unik」は、フランス・テレコムがグループ戦略「NExT」におけるマルチプレ
イサービス導入の一環として開始したものである。フランス・テレコム本体がサービスを
積極的に推進しているものの、規制的観点から支配的事業者であるフランス・テレコムよ
りも Orange の方が展開しやすいということと、海外展開計画との整合性からフランス国外
でも携帯電話事業を行っている Orange がサービスを提供している。加入者数は 15 万で、
BT の「Fusion」よりは多いといえるが、FMS と比較すると成功しているとはいえない。15
万加入の中身をみると、その多くは元々フランス・テレコムの固定電話と Orange の顧客で
あるとの分析結果の報道がある。フランス・テレコム自体は、グループとしてブロードバ
ンドを拡販したいということと、FMS は短期的なソリューションであると評価しているこ
とから、ワンフォン型 FMC サービスを行っていると述べている。しかし、フランス第２
位の移動通信事業者 SFR が、FMS サービスでかなり成功していることから、第１位の
Orange がこのままワンフォン型 FMC のみでいくのかどうか、先行きは不明である。

図表 2.1.2-2 Orange の unik 対応端末
unik対応端末
unik対応端末

Nokia
6136

Samsung
P200

アクセスポイント

Motorola
A910

Livebox
出典：FT報道発表等

（３）ドイツO2 のGenion

O2 はドイツの移動通信事業者の中では後発であり、サービスを差別化して、既存事業者
から契約者を奪取する必要がある状況におかれていた。また、固定サービスも行いたいと
いう戦略を持っていたことから、1999 年にホームゾーン（FMS）サービス「Genion」を開
始した。その結果、370 万人の契約者を獲得し、商業的に大成功している。O2 はもともと
固定電話サービスを行っておらず、固定電話収入の分だけ ARPU が増加した状況になって
いる。なお、データ通信のホームゾーンサービスも最近になってスタートした。
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（４）ドイツ・テレコムグループT-MobileのT-Mobile@home

T-Mobile は、O2 の「Genion」や、Vodafone が 2005 年に始めたホームゾーンサービスに
対抗する意図で「T-Mobile@home」を開始した。T-Mobile はドイツ第１位の移動通信事業
者で、加入者が多い。その既存加入者を対象にオプションサービスとして販売できること
から、わずか１年間で 100 万を超える契約者を獲得した。

（５）ドイツ・テレコムグループT-ComのT-One

固定電話事業者 T-Com の「T-One」はワンフォン型 FMC サービスである。つまり、ドイ
ツ・テレコムグループは、ワンフォン型 FMC とホームゾーン（FMS）サービスの両方を
提供するという形になっている。それぞれ独自の事情があって開始したが、T-Com の方は
３ヵ月で数十万規模の顧客が、携帯電話や VoIP に流出したといわれている。こうした流出
を受け、既存顧客の引き留め策としてやむなく FMC サービスを開始した。その契約者数
は公表されていないが、多くて１万との分析結果が報道されており、商業的には全く成功
していない。同じドイツ・テレコムグループの T-Mobile のホームゾーンサービスと完全に
競合しており、結果的に、2007 年 3 月に販売停止という状況になっている。なお、ドイツ・
テレコムの新しい経営陣は最初から T-One の成功については懐疑的であったとの報道があ
る。

図表 2.1.2-3 ドイツテレコムの T-One 対応端末
T-One対応端末
T-One対応端末

アクセスポイント

TC 300
（台湾Foxconn製）

Sinus TC300
出典：DT報道発表等

（６）ドイツ・テレコムグループT-Mobile USAのHotSpot@Home

米国でワンフォン型 FMC サービス「HotSpot@Home」を開始した T-Mobile USA は、ド
イツ・テレコムグループの資本が入っている移動通信事業者である。他の多くの事例では、
携帯電話や VoIP への顧客流出防止のために固定電話事業者がワンフォン型 FMC を採用し
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ていたが、T-Mobile USA の場合は事情が異なり、携帯電話の屋内カバレッジの補完を目的
としてサービスを開始している（米国では、一般的に携帯電話の屋内カバレッジが貧弱で
ある）。また、同社が公衆無線 LAN のアクセスポイントを豊富に有していることから、そ
れを活用したいという戦略があったものと考えられる。

図表 2.1.2-4 T-Mobile USA の HotSpot@Home 対応端末
HotSpot@Home対応端末
HotSpot@Home対応端末

Samsung t409

Nokia 6086

アクセスポイント

D-Link製

Linksys製

出典：T-Mobile USA報道発表等

（７）NTTドコモのPASSAGE DUPLE

NTT ドコモの「PASSAGE DUPLE」は法人向けであるが、2004 年 11 月から Wi-Fi を使
った FMC サービスを提供しており、
海外では先駆的 FMC サービスとして認知されている。
内容的には、SIP 対応の Wi-Fi コードレス電話と携帯電話を組み合わせたものである。

図表 2.1.2-5 NTT ドコモの PASSAGE DUPLE システム構成
PASSAGE DUPLEシステム構成

PASSAGE DUPLE対応端末

N900iL

出典：NTTドコモ報道発表資料
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N902iL

（８）海外FMC動向のまとめ

欧州のフラッグシップ固定通信事業者は、長期的には NGN 展開のワンステップとして、
短期的には固定ブロードバンドインフラの活用をはかるという目的からワンフォン型
FMC サービスを開始した。しかし、
「屋内で安く通話することが可能な携帯電話サービス」
という観点でみると、こうした価値への対価としては高額であり、短期的な成功は難しい
（下表参照）
。携帯電話のみでサービスできるホームゾーン（FMS）に比べると、ワンフォ
ン型 FMC は DSL や固定電話、IP 電話の契約などが必要であり本質的に高くなる。データ
通信等、別の目的があればブロードバンド回線ありきの前提でよいが、単純に屋内の通話
料金を安くするサービスと考えると、ホームゾーン（FMS）サービスに対抗できないこと
になる。

図表 2.1.2-6 海外のワンフォン型 FMC/FMS の料金プラン

月額基本料が最安となるプランで比較
ワンフォン型FMC
英BT
「F usion p lus」

仏Orange
「unik」

FMS
独T- Com
「T- One」

独T- Mobile
「T- Mobile@home」

独O2
「Ge nion」

固定電話

11ポンド

－

－

－

－

DSL

17.99ポンド

24.9ユーロ～

19.99ユーロ～

－

－

IP電話

－

－

9.95ユーロ

－

－

FMC/FMS

19ポンド

10ユーロ～

10ユーロ～

4.95ユーロ

携帯電話

－

7ユーロ～

－

7.5ユーロ～

月額基本料
合計

ポンド～
47 . 99ユーロ～
（11 ,950円）～

41 . 9ユーロ～
（6, 997円）～

3 9. 94ユーロ
（6 , 670円）～

1 2. 45ユーロ～
（2 , 079円）～

10ユーロ～
1 0ユーロ～
（1, 670円）～

※1ポンド＝249円、1ユーロ＝167円で計算
出典：情総研作成

ただし、
「将来的なネットワークの方向性」といった観点から、固定と移動のネットワー
ク融合は必然であるといわれている。安い料金の電話という観点ではうまくいかなかった
が、固定ブロードバンドの広帯域を活用した独自サービスが展開できれば、ホームゾーン
サービスとの差別化は可能となる。

ワンフォン型 FMC の大きな問題として対応端末の機種不足がある。事業者にもよるが
１～３機種程度である。携帯電話サービスは端末の魅力で売れているという側面が大きい
ので、機種不足は非常に大きな問題となる。しかし、Wi-Fi アクセスポイントの代わりに
フェムトセルという家庭用の小型携帯電話基地局を使うと、汎用の携帯端末が使えるよう
になるため、この問題が解消される。この点で、フェムトセルに対する期待が大きい。
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ホームゾーン（FMS）サービスについては、後発・非大手移動通信事業者の戦略と、大
手移動事業者の戦略は異なるが、基本的には競争対抗のためのサービスである。顧客にと
ってそのメリットが非常にわかりやすいサービスであるので、商業的には成功している。
しかし、単なる割引サービスであるため、サービス発展の可能性はないといえる。最も大
きな問題点は、自宅内だけでなく、最寄りのショッピングセンターや駅などの生活圏でも
定額で使うことができるため、屋外の貴重な無線リソースが過度に使われる危険性がある
ということである。しかし、この問題点に対してもフェムトセルの導入による解決が期待
できる。すなわち、フェムトセルによってホームゾーンのエリアが限定でき、通信トラフ
ィックを有線で運ぶことができる。

２．１．３

日本におけるFMCの検討状況

日本では、060 番号による FMC サービスが検討されている。ただし、060 限定というわ
けではなく、IP 電話の 050、PHS の 070、携帯電話の 080/090 も利用可能である。なお、0AB
～J の固定電話番号は、特定の地域を意味するので、使わない方がよいと考えられている。

NTT 東日本は、ひかり電話と他社の携帯電話を組み合わせて 060 番号でサービスするこ
とを想定している。発信者が 060 番号で発信すると、前段でプレゼンスを管理するサーバ
に着信者の在圏位置を問い合わせ、ひかり電話の場合は 0AB～J に変換し、携帯電話の場
合は 090 の番号に変換してルーティングする。
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図表 2.1.3-1 NTT 東日本の想定する FMC サービス

出典：総務省公表資料 電気通信番号委員会（2006.11.24）

NTT ドコモは、移動網を中心とした FMC サービスを考えている。090 でドコモの網に
入り、IP 電話のエリアにいることが判明したらルーティングし直すという方式である。

図表 2.1.3-2 NTT ドコモの想定する FMC サービス

出典：総務省公表資料 電気通信番号委員会（2006.10.26）

KDDI は、オール IP の統合網を使ったワンフォン型 FMC サービスの提供を想定してい
る。統合網のコアネットワークで、固定ブロードバンド・アクセス回線もしくは無線アク
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セス回線への振り分けを判断することになる。

図表 2.1.3-3 KDDI の想定する FMC サービス

出典：総務省公表資料 電気通信番号委員会（2006.10.26）

ソフトバンクもドコモと同じく、090 で発信してもらい、移動網の方で判断する。IP 網
に在圏していた場合には IP 網にルーティングする。なお、最近の報道発表にあるように、
同社はフェムトセルの活用を積極的に検討している。IP ルーティングした後の宅内の Wi-Fi
アクセスポイントをフェムトセルという携帯電話の小型基地局にして、通常の携帯電話端
末を屋内でも利用することを検討している。なお、ソフトバンクは、2007 年 5 月に法人向
け固定電話サービスである「おとくライン」から、ソフトバンクモバイルの携帯電話に定
額でかけ放題になる料金プランの導入を発表している。これは、携帯電話サービスと固定
電話サービスを融合したものではないため、FMC サービスではないと考える。現時点で、
具体的な料金プランの提示はなく、一部の企業に提供している模様である。その狙いは、
法人向け固定電話サービスの販売のてこ入れであり、ソフトバンクの携帯電話と固定電話
をセットで契約すれば、会社から外勤の従業員に対する通話が定額になるというメリット
の提示である。
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図表 2.1.3-4 ソフトバンクの想定する FMC サービス

出典：総務省公表資料 電気通信番号委員会（2006.10.26）

フェムトセルの活用を積極的に検討

２．１．４

フェムトセルの動向

フェムトセルは、ワンフォン型 FMC サービスおよびホームゾーン（FMS）サービスの
両方から、将来のサービス形態として期待されている。フェムトセルとは、超小型の携帯
電話基地局であり、移動体コア網と基地局の間の回線（バックホール）にコンシューマ用
のブロードバンド回線の利用を想定している。

フェムトセルに対しては、いろいろな捉え方がある。最も消極的に考えると、単なる小
型の携帯電話基地局ということになる。すなわち、無線免許を保有する携帯電話事業者が
購入して設置し、管理・運用するという考え方である。最近 NTT ドコモがフェムトセル対
応の装置を開発すると報道発表したが、これはこのパターンに該当すると考えられる。積
極的に考えると、ユーザが購入、設置、管理する基地局という捉え方がある。その場合、
まず、免許を要する周波数帯を免許者（携帯電話事業者）以外（ユーザ）が使用するため
の法制度の改正が必要となる。次に、フェムトセルには屋外の携帯電話基地局との干渉を
避ける等の調整機能が必要となるが、一方でコンシューマ装置としての使いやすさが必要
になる等、技術的な課題がある。業界が期待しているのは、ユーザが購入・管理する方式
である。この形態になれば、移動通信サービスもかなり変わると考えられている。図に示
したものはエリクソンのフェムトセルで、家庭内に設置する Wi-Fi アクセスポイントと同
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じようなものである。報道によると、１台数万円とのことであるが、１万数千円程度にな
ることが期待されている。
図表 2.1.4-1 フェムトセルのアクセスポイント例
名称

「Home 3G Access Point」

外観

対応通信方式

W-CDMA／HSPA（下り最大14Mbps、上り
最大5.8Mbps）

備考

1台数万円になる、との報道記事あり
（日経2006.11.15）。
出典：エリクソン報道発表等

フェムトセルにより、ワンフォン型 FMC サービスで問題となった端末ラインアップの
充実が期待できる。屋内のコードレス部分に Wi-Fi やブルートゥ－スを使っている場合に
は専用端末が必要であったが、フェムトセルならば普通の携帯電話が使える。

また、ホームゾーン（FMS）サービスにおける無線リソース消費問題の改善にも期待で
きる。屋内の通信トラフィックを有線にオフロードするため、貴重な屋外の無線リソース
を温存できる。これにより、無線ブロードバンドサービスが現実的になる。FMS や FMC
の観点だけでなく、移動通信事業者も屋内カバレッジを向上させる手段として期待してい
る。
図表 2.1.4-2 FMC/FMS/フェムトセルのサービス比較
ワンフォン型FMCサービス

屋内のコードレス通信用に免許
不要無線（Wi-FiやBluetooth）
対応の専用端末が必要なことか
ら、端末ラインナップの充実が
難しい。

ホームゾーン（FMS）サービス

生活圏の通信で無線リソース
が過度に消費される。
サービス利用が本格化すれば、
リソース不足が深刻に。

移動通信サービス

3G（2GHz帯）電波は屋内
への浸透が悪く、屋内で携帯
電話が使えない。

フェムトセルを屋内に設置すれば

多種多様な汎用の携帯電話
端末をFMCサービスで活用

ホームゾーンを屋内に限定

屋内カバレッジを向上

屋内の通信トラヒックを有線ネ
ットワークにオフロードするこ
とで、マクロエリアの無線リソ
ースを温存
屋内での無線ブロードバンドサ
ービス提供も現実的に

出典：情総研作成

現時点のフェムトセルは、事業者設備としての小型基地局装置の域を脱していない。期
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待はされているが、
「小型基地局」以上のソリューションを業界が提示できていない。ユー
ザが設置・管理するようなものは、今後対応していくというスタンスになっている。法的
な面についても業界からはソリューションが提示されていない。しかし、業界は非常な盛
り上がりを見せており、2007 年７月にはフェムト・フォーラムを結成し、技術の標準化と
製品・サービスの販売促進を図っている。需要予測でも拡大基調を示している。

既存の FMC や FMS 事業者のフェムトセルに対する姿勢は冷静である。BT はアクセス
ポイントの価格の高さを懸念している。Orange は UMA 方式の FMC サービスが軌道に乗
っており、フェムトセル導入には当面慎重である。T-Mobile はビジネス性が不透明であり、
高い関心を有しているものの、導入には慎重である。O2 はより望ましいホームゾーンエリ
ア形成の可能性に期待しているが、導入スケジュールの提示はない。

フェムトセル活用に最も積極的なのは、世界的にみてもソフトバンクである。最近報道
発表されたように、2008 年春以降のサービス開始をめざして、2007 年６月から実証実験を
開始するとしている。実験では、公衆 IP 網を介してサービスを提供する。課題としては、
チップセットのコスト低下と電波の干渉問題をあげている。CDMA は干渉を許容する方式
であるが、過度に干渉すると、例えば送信電力制御の関係で、全体の容量が減ったりエリ
アが狭くなったりする。

現行制度の面でも規制緩和が必要となる。また、ソフトバンクはホームサーバー化構想
を持っており、フェムトセルを介して家庭内の各種 ICT 機器（PC 端末、家電、防犯セン
サーなど）を接続して、生活密着型のサービスをめざすこと表明している。一方の NTT
ドコモは IMCS の小型版という考えをもっているようであり、KDDI は様子見の状態にあ
る。

フェムトセル導入時のネットワーク形態として、まずは移動網やワンフォン型 FMC と
同じような構成が想定される。固定ブロードバンド IP 網上で IP トンネルを設定し、フェ
ムトセルを移動網に接続する。その際、移動網側に基地局制御装置相当のものを用意する。
これは、携帯電話事業者やホームゾーンサービス提供事業者のアプローチである。また、
既に UMA 方式のワンフォン型 FMC サービスを提供していた事業者は、UMA ネットワー
クコントローラ（UNC）をそのまま利用する。これらが、短期的な解と思われるが、固定
網の IMS 化が進んだ段階では SIP ベースで制御するタイプが想定される。携帯電話端末と

29

フェムトセルの間は携帯電話の周波数・プロトコールでつなぐが、フェムトセルで携帯電
話（例えば W-CDMA）の制御信号を SIP に変換し、SIP でネットワーク側と通信する形態
が考えられている。

図表 2.1.4-3 フェムトセル導入後のネットワーク形態
UMA流用

RNC拡張

SIP
IP(IMS)網

固定(BB)網

DSL

拡張
RNC

3G

BTS

3G

MSC
U MA
NC

RT

RNC

SIP
サーバー

移動網

固定(BB)網

MSC

DSL

RT

PSTN網等

移動網

BTS

3G

3G携帯

携帯電話事業者（ホームゾーンサー
ビス事業者）のアプローチ

MSC
移動網

固定(BB)
網

RNC

3G

3G

RNC

BTS

3G

SIP対応
F e mtocell

U MA 対応
F e mtocell

F e mtocell

MG

RT

DSL

PSTN網等

3G携帯

UMA採用ワンフォン型FMCサービス
事業者のアプローチ

3G携帯

NGN進展時の形態

大きな技術的課題として、ネットワークとフェムトセルを接続する固定アクセス回線上
での通信品質の確保がある。現在のコンシューマ向けブロードバンド回線では無理かと思
われるが、NGN が提供してくれるものに期待したい。

２．１．５

固定・移動融合サービスにおけるフェムトセル動向のまとめ

ワンフォン型 FMC サービス事業者も、ホームゾーン（FMS）サービス事業者も、その
弱点を補う手段としてフェムトセルに着目している。フェムトセルは、屋内で汎用の携帯
電話端末の使用を可能とする。また、ホームゾーンのトラフィックを無線アクセスから有
線アクセスへオフロードさせる。

ワンフォン型 FMC サービスもホームゾーン（FMS）サービスも、フェムトセル導入後
のネットワーク形態は似通っており、結局のところ、固定・移動融合サービスが目指す方
向は同じと思われる。

短期的には移動通信網をベースとした融合形態となる。固定ブロードバンド回線部分は、
通信品質の確保が必要である。固定ネットワークの NGN（IMS）の進展がネットワークの
融合形態を変化させるものと思われる。
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２．２

我が国の主要キャリアのサービス計画

２．２．１

NTT

２．２．１．１

NTTのNGNにかかわる事業

（１）ブロードバンドの現状

現在のブロードバンドアクセスのトレンドとして、ADSL は勢いよく増加してきたが、
最近少し下降気味であり、一方、FTTH は当初なかなか立ち上がらなかった。しかし、こ
このところ急速に増加している。日本全体の予想では、2008 年３月には、FTTH が xDSL
を追い越すと予想されている。一方、CATV でのインターネットの利用は、xDSL や FTTH
に比べると数は少ないが、確実に数字をのばしている。FTTH と CATV は都市部で競合し
ており、FTTH を伸ばすという意味において CATV は数こそ少ないが、厳しい競争相手で
ある。
NTT だけでみると、今年(2007 年)の 1 月に xDSL と FTTH は数が逆転している。NTT の
シェアは、今年の３月の時点で 600 万加入者である。投資計画的には、この１年間で 350
万の増加を予定しているので、2008 年３月には 1,000 万加入までいくのではないかと推測
される。
図表 2.2.1-1 日本の光アクセスの現状
百万

20
Official data* forecast
15

加入者数

DSL
10

FTTH

5

CATV（インターネット利用者数）
0

3/2002

3/2003

3/2004

3/2005

3/2006

3/2007
（出展）総務省
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3/2008

（２）NTTの次世代ネットワークについての基本的考え方

NGN は ITU-T で標準化が進んでいるネットワークである。国際標準化が進んでいるた
め、NTT の次世代ネットワークの基本的考え方は、ITU-T の標準に則ったネットワークの
構築をしていくということである。IMS という標準が既に出ており、サービスの制御、コ
アネットワークの構成をメインにアーキテクチャとプロトコルを規定している。その
ITU-T の IMS に準拠した形でネットワークをつくるというのが次世代ネットワークのひと
つの特徴であるといえる。
かなりの部分はリリース１などで決まってきているため、物は作れるが、リリース１の
後には、リリース２～３と進んでいくため、それを取り込むことが基本になる。ITU-T の
アーキテクチャでも規定されているが、階層化をきちんとすることで見通しの良い構成と
なり、ホームネットワーク、アクセス、パケットの転送をするコアネットワーク（転送レ
イヤ）、パケットの行き先を制御するサービス制御のレイヤ、その上にアプリケーションの
レイヤといった階層になっている。

（３）NTTの次世代ネットワークの特徴

NTT のネットワークの特徴は光をベースとするものであり、少なくとも、銅線を前提と
したネットワークにはならない。光だけなので、過去のしがらみにとらわれずに、ブロー
ドバンドを指向した新しいことが出来る。また、インターフェースが一種類なので、開発
やサービスの展開も簡単にできるという特徴がある。

NTT の特徴は、コアネットワークのエッジノードにある。エッジノードは顧客を直接収
納するノードであるが、ネットワークに QoS やセキュリティを入れるというのが、次世代
ネットワークの基本的な特徴である。世の中に出回っているルータにはそういう機能を持
ったものがない。しかも、QoS やセキュリティは、サーバーからダイナミックに制御され
て担保されるということが ITU-T の標準で決まっている。NTT は、それに準拠した動作を
するノードを、ルータのベンダーと一緒に開発をしている。それが完成すると、ITU-T に
準拠したルータを世界で初めて使うことになる。

もうひとつの特徴は、アプリケーションを制御するためのサーバー群とネットワークの
間に SNI というインターフェースを規定し、この上をサービス提供する事業者に開放する
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という点である。ネットワークは NTT が提供するが、放送映像配信、ポータルサービス、
パーソナルサービス、情報検索などのビジネスが出来る環境を実現できる。
これは、アプリケーションをつくる際に共通に使われる部品群を、アプリケーションサ
ービス基盤（プラットフォーム）としてつくるべきであるという考え方であり、NTT は独
自のアプリケーション用のプラットフォームを構築して、その上に他のサービスプロバイ
ダーがのるような方式を考えている。ここは競争の領域なので、SNI の上にどこかの事業
者がアプリケーションサービス基盤のプロバイダーとして参入することも可能である。

図表 2.2.1-2 オープンなネットワーク

アプリケーションサーバ
（ＶＯＤ、ＩＰ放送、
アプリケーション等）

NNI

SNI

【インタラクティブ通信】

次世代IPﾈｯﾄﾜｰｸ

【ユニキャスト通信】

他社
（ＮＴＴ地域会社を含む）

次世代ネットワーク

【イーサ通信】

ＩＳＰ

（注）

PSTN／移動体事業者

UNI

UNI

ＩＰ通信サービス
利用ユーザ

イーササービス
利用ユーザ

(NTT地域会社のPSTN経由）

（注）：現行のISP接続機能と
同様のインタフェース条件

現在開示されている SNI は、VOD や IP 放送など映像配信関係のものが細かく規定され
ている。この部分を商用にすることにより、顧客からの要望を取り入れ、その要望に応じ
て充実させていけばよいという考え方を持っている。

この点に関連しては、過去に交換機のオープン化をした IN（インテリジェントネットワ
ーク）というものがあった。交換機の IN を制御する仕組みでコントロールできるように、
交換機をオープンにした。つまり、サーバーさえたてれば、NTT の交換機をダイレクトに
コントロールして通信サービスを実現できるというものであるが、残念ながらこのサービ
スに参入してきた事業者はなかった。
標準化が決まったので、オープン化すべきであるといって、先行的にオープンにしても、
結局 NTT のコストと負担が高いだけで、世の中の役に立つことにはならない。ネットワー
クを守るために、インターフェースにいろいろな仕組みを入れないといけないので、ネッ
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トワーク側にとっては負担になる。したがって、有効なものだけをオープンにしていきた
いというのが基本的な考え方である。他の部分については、他事業者の IP ネットワークも
あるので、それらと連携できるようにする。また、既存の PSTN などとの連携も行う。

（４）次世代ネットワークのロードマップ

以下に示したスケジュール・ロードマップは、2005 年時点でオープンにしたものである
が、2006 年 12 月末にフィールドトライアルを開始し、2007 年 4 月末から約 500 名の一般
公募ユーザを含んだトライアルを実施してきている。また、参加企業は、あわせて 30 社程
度となっている。このフィールドトライアルをいつまで実施するかという点は明確ではな
いが、商用が始まったら終了するという考えもある一方、商用が終わってもトライアルだ
け続けて、SNI のようなものを高機能化していくためにやるべきという意見もある。

図表 2.2.1-3 次世代ネットワークのロードマップ
年度

次世代ネット
ワークの導入
ステップ
コア
ネットワーク
サービス制
御機能

サービス展開

２００６

２００７

２００８～

STEP1
▲
フィールドトライアル

STEP2
STEP3

▲
▲
中継系の構築開始
加入系の構築開始
中継ノード導入
エッジノード導入
光波長伝送装置導入
▲
サービス制御機能導入開始
IMS方式の導入
（ITUの標準化に準拠）
▲
▲
試行サービス
次世代サービスの本格展
＜地域・ユーザ限定の 開
フィールドトライアル＞

▲
移動系との
シームレス化

• ブロードバンドインターネットアクセス
• ＩＰ電話
• 映像配信用マルチキャスト通信
• 双方向映像（データ）コミュニケーション
• イーサネットサービス等

商用化については、2007 年下期に実現するといわれている。その時点で、加入者系の構
築を開始して、サービス制御機能を入れる。2007 年の秋口に最終的な決断をして、アナウ
ンスすることになるので、2008 年の 3 月頃にスタートすることになる。

移動系とのシームレス化について、NTT が敢えてコンバージェンス（FMC）といってい
ないのは、規制との関係でどこまで出来るかが不明確であるためである。少なくともシー
ムレスなサービスが出来るようにする段階を Step3 としている。2010 年より前に実現出来
ないかと考えているが、流動的である。既にトライアルが始まっており、実態的なサービ
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スの提供ができる環境となりつつある。いずれにしても、今年度中に NGN がスタートす
る。

（５）次世代ネットワークのビジネス環境

ネットワークを利用したビジネスがどうなっていくのか。電話音声の収入は、1997 年に
6,000 万近くの加入者があったが、その後急速に減少してきている。それをドコモの収入が
補っていたが、携帯電話の音声収入も低下してきている。ブロードバンド、FOMA の IP
系の契約を増やしていかないと、全体として縮小してしまうことになる。ブロードバンド
と FOMA を中心としたユビキタス、その後のセンサーネットワークなど、電話音声通信以
外のものでビジネスを広げていかないと NTT としては苦しい経営を迫られることになる。

図表 2.2.1-4 NTT グループの収益構造の変化
（兆円）
10.0

携帯音声関連
IP系・パケット通信
固定音声関連

9.0
8.0
7.0
6.0
5.0

3.0
0.9
0.7

3.2

3.3

3.4

3.4

3.2

3.1

3.0

1.2

1.2

1.3

1.6

1.8

2.0

2.2

4.0

4.0

4.1

3.8

3.6

3.4

3.1

1.1
0.8

0.8

4.0
3.0
2.0

4.9

4.6

4.5

ブロードバンド市場
からの収入

1.0
0.0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

こうした状況の中で、NGN を活用したビジネスを行っていくことが必要である。NGN
そのものは ARPU（Average Revenue Per User）を高めることにはならない。NGN サービス
をするからといって、フレッツの基本料、
（ひかり）電話料金を上げることはできない。し
たがって、NGN になったからといって ARPU をあげることは不可能である。品質が上が
るといった付加機能があるので、その付加価値に見合った料金をいただくことになるが、
それがメインになるかどうかが問題である。NTT としては、ネットワークを使った領域で
どういうビジネスをしていくのかという点についての研究開発も進めている。
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（６）重点ビジネス分野

アプリケーションサービス基盤というものは万能か、どんなサービスでも出来るのかと
いう点を考えると、残念ながらオールマイティなアプリケーションの部品はない。ある程
度のアプリケーションを予想して、サービス基盤（部品）を準備することが必要である。
NTT グループの R&D の方針としては、ライフサポート系サービス、ビジネス系サービス、
コンテンツ系サービスの３つをイメージして部品をつくろうと考えている。

図表 2.2.1-5 重点ビジネス分野

重点化ポイント

世の中のトレンド

ライフサポート系
サービス

•安全安心への関心の高まり

ビジネス系
サービス

•企業におけるICT活用の遅れ

コンテンツ系
サービス

•コンテンツのデジタル化

ライフサポート系サービスは、少子高齢化、環境問題といったことが話題の中心である
ので、プライバシーも含めた安心安全、環境のセンシングなどを手がけていく。また、健
康ヘルスケアに関心が高まると予想されることから、これらをまとめてライフサポート系
サービスとして行おうとしている。環境センシング、宅内系サービス（ホームセキュリテ
ィ）、家の中で血圧や脈拍などを計測し転送するヘルスケア、お年寄りの老化を未然に防ぐ
サービスなどがある。
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図表 2.2.1-6 ホーム向けライフサポート系サービス
Ｂ

他サービス事業者
NGNによる
付加価値提供

利用者へのサービス提供

Ｂ NTT：プラットホーム事業者

Ｃ

利用者
TV

ビデオカメラ

監視カメラ

暗号化等
［例］
ガス会社
セキュリティ会社
住宅設備メーカー 等

ホーム
＊
コントローラ
オーディオ

認証
ビデオ録画機

＊：OSGi準拠
次世代ネットワーク

企業における ICT 活用の流れとしては、企業内の SOX 法に関連したセキュリティや情
報漏洩を防ぐということに ICT が活用されていく。しかし、映像コミュニケーション、仮
想ネットワーク系のような生産性を高めるものも今後はいろいろと出てくる。そういう流
れにサービスが集中し、企業の映像コミュニケーション（テレビ会議など）が主流になっ
ていくのではないかと思われる。

コンテンツのデジタル化は、トリプルプレイのメインであり、今後ますますコンテンツ
系サービスが重要になる。コンテンツの意味も拡大されていくと思う。NTT は認証、暗号
化、課金などのプラットフォームのビジネスやネットワークのビジネスを行う。

重要な点は、ホームコントローラーというものを統一する必要があることである。NTT
が SNI に準拠するといって、ITU-T に持って行って標準化する。他の事業者も同じような
インターフェースが提供される。サービス提供者としては、同じようなインターフェース
が提供されるのであれば、ひとつ作れば、NTT や他の事業者のユーザにも使える。問題は、
アプライアンスがたくさんあり、それをつなぐ口が統一されないと難しい。例えば監視カ
メラを家に設置して、セキュリティ会社のサービスを受けるのはそう簡単ではない。この
ホームコントローラーの部分をサービスゲートウェイで統一していこうということを推進
している。もしこれをやらないと、Ａ社のサービスを受けるためには、Ａ社の色のついた
ゲートウェイ、Ｂ社のサービスを受けるためにＢ社のゲートウェイが必要になる。サービ
スごとに別々の箱を置くことは考えられない。コストも高くなる。ひとつ置けば、どこの
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サービスも、どんなサービスも受けられるようにしたい。OSGI（Open Service Gateway
Interface）には、外国も含めた多くの会社に参加いただいている。これをいかに広めてい
くのかが重要である。その機能をブロードバンドルーター、ビデオ、テレビのいずれかに
実装してしい、他のものもつながる仕組みを標準化していくことが望ましい。

図表 2.2.1-7 ビジネス系サービス

等身大の対面感
高品質な臨場感

NGN
ハイビジョンTV会議

■ハイビジョン
テレビ会議室

3画面合計15MbpsのNGNの帯域保障により実現

ビジネス系については、Hi-Vision のテレビ会議のサービスを考えている。現在、トライ
アルで２社から提案があり、２つの仕組みが出来ている。３つの高精細度ディスプレイ、
音声も 20KHz クラスのステレオ音声とエコーキャンセラーを使う。違和感なくフェース・
ツー・フェースで会議が出来るものになっている。今後の課題としては、現状では両側の
システムベンダーが同じでないと NGN で接続してもつながらないので、互換性のあると
ころまで標準化していけば、NGN 相互接続もうまくいき、外国も同じようになれば、国際
ミーティングも容易に出来るようになる。

コンテンツ系サービスに含まれるものは、ハリウッドのつくったサービスや放送局のつ
くったサービスだけではない。NTT の実証実験では放送の再送信も行っており、放送局と
個別に協議すれば出来るように法律も整備されてきている。

一方、映像コンテンツは、プロのものだけではなく、素人のコンテンツが重要な役割を
果たすようになってきている。そのひとつに YouTube がある。YouTube は、残念ながらテ
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レビ番組などを不正に流すという現象がみられるためネガティブな印象があるが、素人の
プロ化がおき、個人が制作した立派なコンテンツを発信することができるようになる。コ
ンテンツがデジタル化されるため、それに付随するメタデータが活用されやすくなり、マ
ーケティングやコンテンツそのものの２次利用に役立つようになってきた。したがって、
今後はメタデータが重要な役割を果たしていく。現在はテキスト検索が中心であるが、今
後、映像の検索、ナビゲーション、マイニングなどが重要な役割を果たすようになる。

また、監視カメラの情報が重要なコンテンツになる。そのためのいろいろな技術が普及
すると考えられている。監視カメラの分解能を上げれば、人の顔がわかるようになり、そ
れで何か特別なことをやることが出来る。逆に人の顔がわかってはいけないということも
あるため、顔、車のナンバープレートなどについては、透かしやモザイクを入れる。モザ
イクを入れた情報そのものでコンテンツにする。例えば、高速道路の混み具合や繁華街の
状況などがコンテンツになるのではないかと思われる。

コンテキストに合わせて、個人宛に映像コンテンツを配信することが行われるようにな
り、例えば、FOMA でその場にふさわしい情報、近くのレストランの情報や、その店舗内
部のビデオ映像などの配信が可能となる。
ほかにデジタルサイネージという電子看板に注目が集まっているが、コンビニにあるデ
ジタルサイネージなどでは、携帯の中の ID を送ると、必要な情報やコマーシャルを流し
てくれる。そこで必要なコンテキストに応じたコンテンツ配信が増えていくのである。

２．２．１．２

（１）

NTTのNGNにかかわる技術

NGNとは

通信事業者側からみた NGN についてみていく。通信事業者は、元々黒電話を中心とし
た国のインフラを支えていたが、技術革新、ライフスタイルの変革、国の通信政策の変遷
を背景に民営化がなされ競争が始まった。そして、ほとんどの国においてリストラを経て、
現在に至っている。各国のテレコムキャリアは、インフラとしての安定的なネットワーク
の維持管理と同時に、民間企業として利益の追求をしていかなければならない。その意味
で、通信事業者は２つの顔を持っている。ひとつは、設備産業、もうひとつはサービス産
業の顔である。コスト削減、収入源の確立、市場開拓は当然の使命である。世界の通信事
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業者が直面している課題は、以下の３点に集約できる。

ひとつは、固定電話網の IP 化である。IP 化を進める理由は、設備投資額、運用経費の
削減である。二番目は、FMC やトリプルプレイのようなブロードバンド・ユビキタスサー
ビスの促進である。これは、電話サービスがもはや収入基盤にならないため、収入源をシ
フトするためである。三番目は、さまざまなサービスプレイヤと連携して新しいビジネス
を創出し、テレコム市場自体の拡大をはかって行くことである。これら３つが通信事業者
の共通課題である。この課題を解決するためのネットワークが NGN である。

歴史的な推移をみると、1990 年代の終わり頃から IP 技術の進展に伴ってネットワーク
の IP 化が始まった。最初は交換機を IP 技術で置き換えるということから、IP 中継やソフ
トスイッチなど IP を利用した交換機相当の導入が始まった。そのうち、インターネットが
普及し、ユーザーニーズが高まって、ブロードバンド化の促進がはかられた。ADSL で始
まり、現在は FTTH 化が進んでいる。このことによって FMC やトリプルプレイ、クワド
ロプルプレイが出現している。
もうひとつの動きは、IT の革新である。ネットワークを利用して、SOA、Web2.0、SaaS
等によって、IT 技術による新たなサービス提供形態が出現している。こうした動きをフォ
ローするネットワークとして NGN があると言える。

図表 2.2.1-8 NGN 形成に向けての動き

NGN
ＩＰ技術
の成熟

ネットワークのＩＰ化 交換機の置換え
ＩＰ中継 ソフトスイッチの導入
xDSL
FTTx

ブロードバンド
の促進

ＦＭＣ，トリプルプレイ
クワドロプルプレイ SOA
Web2.0,
SaaS

新たなサービス
の提供

ユーザニーズの
高まり
ＩＴ業界の革新

NGN に要求される構造を大枠でみると、アクセスはブロードバンド、コアネットワーク
はコスト削減、アプリケーションはビジネスクリエーションを狙ったものであり、通信事
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業者にとってこれらを同時に達成することが重要な使命である。NGN のアーキテクチャを
絵にすると、下図のようになる。レイヤ構造の統合型アーキテクチャといわれているが、
種々のネットワークを水平統合したモデルである。それぞれのレイヤに統合のねらいがあ
る。例えば、マルチメディアコアの統合では設備費・運用費の削減を図る。これは IP
Convergence と呼ばれている。サービス制御の統合は、ブロードバンドとユビキタスの促
進であり、Integration あるいは最近では Blended Service と言われている。アプリケーショ
ンの統合は、新ビジネスの創出であるが、最近の言葉で表現すれば Mash up や Orchestration
である。これら３つの統合効果は、前述の３つの課題に対応したものである。

図表 2.2.1-9 NGN の統合型アーキテクチャ

CATV網

データ/IP網

電話網

移動網

アプリケーション

サービス制御
マルチメディアコア
無線
アクセス

従来
個別ネットワーク

固定
アクセス

NGN
統合型ネットワーク

アプリケーション
コンバージェンス
新ビジネスの創出
Mash up, Orchestration

サービスコントロール
コンバージェンス
BB&Uサービスの促進
Integration, Blended

コア
コンバージェンス
設備費・運用費の削減
IP Convergence

３つの共通課題

これらをまとめると、NGN は世界のコモンキャリアが時代の変化に対応しつつ国のイン
フラとして維持管理するためのネットワークインフラストラクチャである。NGN は様式の
ようなものであり、国情やキャリアの戦略によってその造りは異なるが、相互接続性の確
保や機器調達コストの低減の観点からこの様式の確立のために世界が足並みを揃えて歩み
始めている。NGN に課せられた要求条件は、
“アクセスはブロードバンド”、
“コアは IP 統
合によるコスト削減”、
“アプリケーションは新規ビジネスの創出”であり、この実現のた
め NGN では統合型アーキテクチャが採用されている。

（２）

世界の技術トレンド

NGN の技術開発は標準化によってドライブされている。NGN 標準化の技術の流れを下
図に示した。NGN は、日本だけでなく世界各国が取り組んでおり、足並みをそろえて進め
るという世界的なコンセンサスがある。IP 化を進めるということが元々の始まりであるた
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め、IP プロトコルの標準化団体である IETF で作成されたものが基盤となっている。世界
標準という意味では ITU-T が主導的な役割を担っている。その前段として地域ごとの標準
化団体の活動があり、特にヨーロッパの ETSI が世界の標準化の動きを先導している。ETSI
におけるエポックは、IMS を NGN に使うということを決めたことである。IMS そのもの
は 3GPP という移動体の標準化からできたものである。アメリカでは ATIS、アジアでは
CJK という取り組みがある。ITU-T はこうした地域の標準化の動きと連携して標準化を進
めている。

図表 2.2.1-10 NGN 標準化の流れ

TISPANを支持、補完部分
や実装促進に注力 （ＩＰ相
互接続、トリプルプレイ）

インターネット上での音
声・映像通信のため
“SIP”を発明する

国際標準化として
最終的な議論開始

CJK
All IP化に向けた検討を
世界に先駆けて開始
“IMS” を完成

世界のNGN議論の先駆
IMSの採用を提案

アジアのコンセンサを図る
ＶｏＩＰ、ブロードバンドの
豊富な経験

NGN のキー技術を統合アーキテクチャモデルにマッピングしてみる。コアの部分として
はマルチメディアの統合技術、サービスコントロールは IMS、アプリケーションは SDP の
技術が代表として挙げられる。

図表 2.2.1-11 NGN のレイヤ構造とキー技術

Application
Telephony APL

Web APL

Multicast APL

SDP

IMS
Service control
NACF

RACF

Voice service
・
・
・

・・・

Video service
Internet service

Multi-service core
Access

Access
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IP によるマルチメディア統合のキーとなる技術は、電話・音声、映像配信など、メディ
アごとにパイプを作って伝送するという点である。このパイプは、単なる IP のパイプでは
なく、セキュリティや QoS が保証されており、その点がインターネットとは異なる。マル
チメディア統合ではエッジが重要な役割を果たす。品質クラスの制御、フローごとの動的
制御、アドレスの隠蔽、トラフィック流入制限、不正アクセス防止など、通常のルータ以
上の機能を実現して、セキュリティと品質を担保する。

図表 2.2.1-12 IP によるマルチメディア統合
フロー毎の
動的制御

NACF

RACF

電話（音声メディアストリームクラス）

品質クラス別
転送制御

NAPTによる
アドレス隠蔽

トラフィック
流入制御

不正アクセスの
フィルタ設定
防止

品質監視
切り分け

・・・

・・・

・・・

映像配信（映像メディアストリームクラス）

データ（ベストエフォートIPメディアストリームクラス）

エッジ

メディアストリーム

エッジ

次に、NGN と IMS について説明する。IMS は、前述したように 3GPP という移動体の
世界から出てきたものである。移動体の音声網とデータ網という２つのネットワークを IP
網で統合するときのコントロールシステムが IMS である。
対象は 3G アクセスとなる。NGN
の標準化では、IMS を 3G のアクセスだけでなく、固定などいろいろなアクセスに利用で
きるコントロールシステムとして採用した。

IMS の機能をみると、音声網を統合対象の１つとしていることから電話サービスの提供
機能を有する。マルチメディアという名前の通り、マルチメディアサービスも可能である。
さらに、特徴的な点は、アプリケーションサーバとの連携機能を有していることである。
そして当然、移動体としての機能も有している。これらの機能からブロードバンドサービ
スや FMC に利用することが期待されている。
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図表 2.2.1-13 NGN と IMS

電話網の IP 移行について述べる。電話網の IP への移行には２つのパターンがある。
PSTN/ISDN エミュレーションと PSTN/ISDN シミュレーションである。PSTN/ISDN エミュ
レーションはユーザに PSTN/ISDN と同一なサービスとインターフェースを、IP の インフ
ラを用いて提供するサービスである。そのため電話交換機の置き換えに使われるパターン
であると言える。

図表 2.2.1-14 PSTN/ISDN エミュレーション
Z

SIP-I

H248

構成例
UNI

Z
H248

AGW

AGW

UNI

これに対して PSTN/ISDN シミュレーションは、ユーザインターフェースは IP であり、
PSTN/ISDN ライクなサービスを IP 上のセッション制御を用いて提供する。マルチメディ
アなど電話＋αのサービスも提供することを想定している。重要なことは、PSTN/ISDN シ
ミュレーションの制御機能として IMS を使うということが標準化においてコンセンサス
となっている点にある。

44

図表 2.2.1-15 PSTN/ISDN シミュレーション

構成例

NGN

SIP

NGN

SIP

SIP

IMS

IMS

NNI

UNI

UNI

SDP は、種々アプリケーションサーバをプラットフォーム化したものである。一般的に
は、機能の共通化、ユーザ情報の一元化、サービスのシナジー効果が得られると言われて
いる。しかし１つの固いプラットフォームを作るということにつては、様々な技術革新や
サービス創出が起こる中で、サービスに共通な機能をのプラットフォームとしてくくりだ
す事は難しい課題である。最近では SOA の考え方が広まっている。ネットワークを介して
他のものを利用できるなら新らたに作らずに利用するという考え方である。この考え方を
SDP に対応させると、SDP は固いプラットフォームではなく、プラットフォームの連携機
能であると考えることも出来る。この発想が SDP を現実的なものにしている。

図表 2.2.1-16 アプリケーションサーバと SDP

電話付加
サービス

IP
セントレックス

IP
コールセンタ

電話付加
サービス

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｻｰﾊﾞ

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｻｰﾊﾞ

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｻｰﾊﾞ

ユーザ
ユーザ
プロファイル 管理

IP
セントレックス

IP
コールセンタ

サービス間のシナジー効果

SDP認証

課金

決済

サービス
分析

機能の共用化
ユーザ情報の一元管理

IMS

IMS

これらをまとめると、NGN の標準化は地域ごとあるいは分野ごとの標準化団体が絡み合
いながら進められている。基本的な考え方は、
「重複した標準を避ける」
、
「既に規定されて
いるものは利用し合う」であり、短期間に幅広いコンセンサスが得られるグローバルな共
通仕様の確立を目指している

NGN を特徴付ける技術要素には次の３つがある。①マルチメディア統合技術は、IP パ

45

ケットにより音声や映像の（セキュリティや QoS を満足した）マルチメディアのパイプを
提供する。②IMS は、電話サービスのみならずマルチメディアサービス、FMC サービス、
アプリケーションサーバの接続の中心となる機能である。③様々なアプリケーションサー
バにより新しいサービスが生み出されるが、アプリケーションサーバを連携さす仕組みが
SDP である。最近注目されている SOA の概念の採用によって SDP に大きな期待が寄せら
れている。

（３）

日本の状況

NTT の電話網は数千の交換機で構成されている。最も新しい交換機は 10 年ほど前に開
発されたものであり、今スクラップにする程決して古くはない。技術が進展しているため、
一部の部品についてはサポートされないものが出てきているが、そう言った部品を再作成
して延命策をとっている。

NTT グループの収入構造をみると、固定電話の収入は減少してきている。移動体につい
ても、一時期増加したが、最近では減少傾向にある。一方、ブロードバンドによる収入は
増加してきており、今後の収入基盤とすべき領域である。ブロードバンドを収益の柱とす
る必要がある。

NTT は FTTH の全国展開を早くから進めてきている。これに伴い FTTH をリーゾナブル
な価格で迅速にかつスムースに顧客に提供できるための研究開発を進めている。伝送技術
のみならず、工事、宅内配線、オペレーションなどの技術開発を続けている。この成果も
あって最近では、FTTH のユーザ数が急速に伸びている。

しかし、重要なのは競争である。ADSL の市場シェアをみると、NTT 東西合わせても 40%
まで到達していない。FTTH も県別でみると非常に苦戦している。特に東京エリアあるい
は近畿エリアでは、市場シェアが 50%を切っており、苦戦している。激しい競争は価格競
争に陥っている。FTTH は、当初１万円以上していたものが 4,000 円台にまで下がっている。
その結果、通信市場の規模自体が縮小している。したがって、ノントラフィックレベニュ
ーを増加するような新たなビジネスを育てていかないと今後インフラの維持管理が困難に
なる。
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図表 2.2.1-17 日本におけるブロードバンドアクセスの急激な低廉化

ブロードバンドアクセスサービスの月額料金推移（例）
13,000 ■
□

ベーシックタイプ
□ Bフレッツ
■

9,000
7,000

■

ニューファミリタイプ

5,000
▲ 1.5M
△
▲

3,000
1,000

■
□
▲
△

フレッツADSL
2001

ハイパーファミリタイプ

□
■

マンションタイプ

□
■

4100円

■
□

△
▲

2002

□
■

2500円

2003

2004

2005

まとめると、交換機の時代は終わりつつあるが、NTT は現在の交換機を使いきりながら
もその更改の時期をうかがっている。

電話がインフラの屋台骨だった時代は去った。NTT にはインフラをささえる収益源をブ
ロードバンドにシフトすべき時期に来ている。

日本のブロードバンドの特徴は FTTH ユーザ数の伸びである。これは日本の u-Japan 政
策のみならず、NTT が早い時期から光アクセスに取組んだ成果でもある。

日本の通信市場の最大の特徴は、極めて激しい競争にある。現状、これは価格競争に陥
り通信市場をシュリンクさせる傾向にある。新たな通信ビジネスの発掘こそがこの国の通
信事業に急務である。

（４）

NTTのNGN

上に述べたような状況の中で、NTT の NGN が進められている。NTT が NGN への取り
組み計画を公表したのは、2004 年 11 月 10 日の中期経営方針である。この計画の中では、
具体的なアクションとして３つの取り組みが述べられている。

第一は、固定電話から IP 電話へ、メタルから光へのマイグレーションである。第二は、
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固定と移動の融合を実現するブロードバンド・ユビキタスサービスの開発・普及、及びこ
れによる事業機会の拡大である。第三は、他のキャリアや ISP と連携するオープンなネッ
トワークであり、xSP への新たなビジネスチャンスの提供である。これらは、本稿の最初
に示したキャリアの共通課題１～３に対応したものである。

2005 年にロードマップを発表した。ロードマップにしたがって、2006 年 12 月から 2007
年 11 月までの間でフィールドトライアルを行い、2008 年３月から本格サービスを開始す
る。

NTT の NGN の特徴は何か。ひとつは、光アクセスが NGN をドライブしている点であ
る。光アクセスの普及と NGN への移行を同時進行させる。電話サービスは、メタルによ
るアナログインタフェースからファイバーによる IP インタフェースへと変更になること
から PSTN/ISDN シミュレーションとなる。PSTN/ISDN シミュレーションはエンド・ツー・
エンドの IP サービスであり、電話＋αとなるのでブロードバンドへの展開が容易になる。
そのため、IMS の導入を余儀なくされていると言うことができる。

エンド・ツー・エンドの IP のワンステップアプローチである。NGN の最終形に向けて
のアプローチを考えると、交換機をソフトスイッチに置き換え、電話のサービスを行い、
その後ブロードバンドで IMS を提供するアプローチをツーステップアプローチとすると、
NTT の NGN のやり方は、ソフトスイッチの部分を飛ばして、IMS で電話もブロードバン
ドもすべてコントロールするというアプローチである。つまり、アナログのインターフェ
ースを残すステップを飛ばし、NGN を最初に構築してしまう。既存電話サービスと新ブロ
ードバンドサービスを IMS を用いて行う。したがって、電話からスタートするのでなく、
NGN ならではのサービスを提供する。そのためサービスプレイヤに対するオープン化も同
時に実現していく。
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図表 2.2.1-18 電話マイグレーションのアプローチ

IMSによるIP化＆BBサービスの導入
APL APL

トータルNGN

IMS
APL APL

FTTx

電話網

IMS
交換機
FTTx

AGCF
AGW

DSL

APL APL

Soft
Switch

Soft
Switch

AGW

MSA
N

IMS

ソフトスイッチによるIP化
＋ IMSによるBBサービスの導入

三つめの特徴は NGN への移行形態がオーバーレイ方式である。交換機を全て置き換え、
IP 化し、その後 NGN 化していく方式をリプレースメント方式とすると、オーバーレイ方
式は電話網を残しつつ、新たなネットワークとして NGN を作っていく、顧客には NGN の
方に移行してもらう。リプレースメント方式は切り換え方式なので、通信事業者の都合で
切り換えていくが、オーバーレイ方式は顧客の意志で移ってもらう。NGN に魅力的なもの
がないと移行してもらえない。そのため、NGN サービスが非常に重要になる。交換機を残
しながら、顧客に新しい世界を見せるのがオーバーレイ方式である。魅力的なサービス提
供のために、サービスプレイヤや他業種とのコラボレーションを志向する。また、既存網
と併設して新たなネットワーク構造を実現するので、NGN ははじめから理想的な構造で作
ることができる。これがシンプルな低コスト構造であり、エンドーエンドでボトルネック
の無い完全ブロードバンド構造である。
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図表 2.2.1-19 NGN への移行方式
リプレース方式

オーバレイ方式
電話網

電話網

切り替え（事業者の都合で）
IP化

電話網

NGN
新サービス体系の提供

既存サービスの維持

移行（お客様の意思で）

NGN

電話網

NGN

新サービスの追加

まとめると、NTT の NGN は、これまで地道に広めてきた光アクセスを軸として以下の
特徴があると言える。

NGN は電話網（交換機）の置換えではなく、オーバーレイとして作られる新たな世界で
あり、顧客には新たなものを求めて移行して頂く。

電話はシミュレーションで提供され、マルチメディアサービスに向けて発展する。ＮＧ
Ｎはブロードバンド環境により新たなサービスを生み出す創作の場となる。

このためサービス制御に“IMS”の先行的導入が必然とされ、アプリケーションレイヤ
での“オープン＆コラボレーション”が世界に先駆けて実施される状況にある。

（５）

日本の立ち位置と国際競争力

国際競争力強化をいかに実現していくかについて述べる。国際競争力の強化について述
べる前に、NGN の課題を整理する。

NGN はネットワークインフラの再構築である。ナショナルインフラとして、広くあまね
く全国津々浦々に普及させることが課題である。しかも、地域に合った、地域ならではの
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地域性を出せることが望まれる。
NGN は、技術がわかる人、あるいは豊かな人だけでなくエイジフリーであるべきで、子
供からお年寄りまで使えるようにしなければならない。NTT が行ったトライアルでは、こ
うした点に注目しており、子供の安全の見守りや高齢者の介護にも着目している。

ビジネス的な観点からみると、NGN は新しいビジネス構築のためのインフラである。時
代に即したビジネスモデルが創出されることが課題である。NGN はバリューチェーンを構
築するための仕掛けにならなければいけない。更には、業界間の連携、シナジー効果を出
すため NGN が業界間の触媒効果を果たすことが望まれる。

最後に、NGN は世界のコンセンサスである。したがって、NGN はインターナショナル
であり、標準化、インターオペラビリティが必要である。ただし、ボーダーレスではない。
NGN はナショナルインフラである。国には固有の文化、経済、政策などがあり、NGN は
それらを反映するものである。重要な点は、相互接続性であり、国と国を結びつけること
（インターナショナル）である。

国際競争力について言えば、NGN に関して次の３つの観点がある。ひとつは、日本で利
用している NGN 技術の輸出である。日本のベンダーによる NGN 機器の海外販売や海外に
おける NGN の構築や運用である。２つめは、海外キャリアと連携した（NTT コミュニケ
ーションなどの）NGN を活用した法人サービスによって、海外に進出している日本企業が
競争力を強化することである。３つめは、日本の NGN で生まれたコンテンツ、サービス
などを世界に広めていくことである。

先進国キャリア間では、
「鶏が先か玉子が先か（Hen or Egg）」あるいは「高速道路が先
か、スポーツカーが先か」という議論なされている。欧米企業は、リターンできるビジネ
スを株主に説明できるまでは投資をしないという考え方が主流である。日本でも近い考え
が出てきているが、元来の日本的な思考は、将来の方向性が見えた時点で、未来を信じて
投資するということである。これは、供給が需要を引き起こす、あるいは環境がビジネス
を呼び起こすという考え方がある。この考え方の典型的な例が、FTTH の先行投資であり、
NGN でいえば、IMS のブロードバンドサービスへの先行導入や、SNI 開示によるサービス
プレイヤの呼び込みなどである。しかし、IMS の導入は儲かるキラーサービスが明らかに
なるまで行わないという欧米キャリアもある。NTT の NGN はまさにこの日本的な思考で
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動いている。

月尾嘉男・田原総一郎著の「IT 革命のカラクリ」（アスキー出版）という書籍の「ブロ
ードバンドを巡る日米国家戦略の攻防」で書かれているように、NTT は 1990 年の
VI&P(Visual Intelligent & Personal)構想で、
「2015 年迄に日本のあらゆる家庭に光ファイバー
を引く」と発表した。それに対抗するかのように、アメリカのクリントン政権下でゴア副
大統領は 1993 年９月に NII（National Information Infrastructure：全米情報通信基盤）構想で
「2015 年迄に全米に光ファイバー網を張り巡らせる、情報スーパーハイウェイ構想」を発
表した。ゴアのこの発表の契機と 2015 年と言う目標年次は、先陣を切った日本への対抗策
とも言われている。
更に日本郵政省は、翌 1994 年５月に日本版 NII の「高度情報通信基盤整備計画」を発表
した。光ファイバー敷設の達成目標はアメリカへの対抗上５年前倒しの 2010 年としている。
NTT などが使っている 2010 年というキーワードは、この５年前倒しといわれたときのも
のとされている。この書籍にあるように NTT の FTTH はまさに世界をリードしていた。

また、毎年開かれているブロードバンドワールドフォーラムでの議論を例にとると、2003
年にロンドンで開催されたブロードバンドワールドフォーラムでは、中心は DSL であり、
FTTH は全く話題になっていない。2004 年のソウルの会合では、NTT の NGN は Stupid と
いわれ、2004 年秋のベニスの会議では、NTT は Crazy といわれた。2005 年の横浜におけ
る会議では、NTT が FTTH の話をしたが、日本は特殊ケースであるといわれた。しかし、
その後まもなく、AT&T は Lightspeed（光）に投資し、ベライゾンは光ネットワークであ
る Fios の加入者が 100 万人を突破している。最近では、フランステレコムも光ファイバー
に投資すると発表している。そのような変化があり、2007 年のベルリンでの会議では、
FTTH は欧州勢の視野に含まれてきて、将来光の時代が来ると考えている。日本が描いた
光の時代が確かなものとなってきた。

NTT の先行性の話に戻ると、光ファイバーを引いていくと、IMS が見えてきて、サービ
スのオープン＆コラボレーションという形にたどり着いたと言える。この先行性から、日
本の光の技術は、伝送技術、コネクター、線材、工事、オペレーションノウハウなども含
めて世界で最も優れている。IMS もいち早く導入して進めている。標準化されたシステム
ではあるが、実使用経験では日本がリードしている。さらにアプリケーションレイヤのオ
ープン＆コラボレーションがもたらすものは、アプリケーション、コンテンツ、ビジネス
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モデルが世界に先駆けたものが出現することである。こうした点が日本の技術的特徴にな
っていくと予想される。

これらの技術力をベースに日本が国際競争力強化に向けて取組むべきことは以下である。
第一は、仲間作り、世界のコンセンサスを作ることである。
世界の通信事業者と標準化での共通仕様を作り、共同技術開発に寄与することである。
そもそも NGN はテレコム業界のチャレンジであり、このチャレンジの先頭に立って挑め
ることこそ国際競争力であるともいえる。

第二は、協力・サポートである。
NGN はどの国においてもナショナルインフラとしての課題である。交換機の時代は終わ
っており、NGN による IP 化は新たなサービスという側面とともにポスト交換機を担うも
のである。各国の事情に応じた NGN の構築が必要であり、そこに日本の技術で協力をし
ていくことが必要となる。協力・サポートの目的は、Pan-provider モデルの構築である。各
国それぞれのキャリアは、それぞれのネットワークを持ち、ポリシーもそれぞれである。
重要なことは、いろいろなレイヤでのインターオペラビリティである。各レイヤでのイン
ターオペラビリティが実現すると、アプリケーション、コンテンツ、サービス、ビジネス
モデルはキャリア間を渡り歩くことが可能となる。

図表 2.2.1-20 Pan-provider モデル

サービス
プレイヤ

コンテンツ
アプリケ
ーション

Provider

policy &
control

Provider
ビジネス
モデル

policy &
control

Provider

Customer

policy &
control

Access resources
policy &
control

Customer

Provider

コネクティビティ

コネクティビティ

Customer
Access resources

Access resources
Customer
Access resources
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第三は、舞台づくりである。
NGN は、日本からアプリケーション、コンテンツ、サービスプレイヤ、ビジネスモデル
が世界に出て行くための舞台作りであるといえる。いかにインターオペラブルなインフラ
を広げていけるか。日本の先行した技術の入ったネットワークが世界に広がるかという点
が、日本のアプリケーション、コンテンツ、サービスプレイヤ、ビジネスモデルが世界に
広がるためのキーポイントとなる。

NGN は新しい時代に即した通信インフラであり、Business、Life、Society に新しい世界
を開く環境である。そして、日本の強みは“User Experience”、つまり NGN を体験するこ
とである。この体験が、NGN 技術の輸出、海外進出日本企業の競争力サポート、サービス
やコンテンツのグローバル展開と言った３つの領域での国際競争力強化につながると信じ
ている。

２．２．２

KDDI

２．２．２．１

FMC/FMBCを取り巻く市場動向

（１）固定電話市場の縮小と携帯電話市場の飽和

電話回線加入者数の推移を見ると、固定電話回線数は 1997 年をピークに年々が減少して
いる。一方、携帯電話顧客数は順調に増加してきたが、そろそろ頭打ち状態に入りつつあ
る。ブロードバンド加入者数は 2,000 万回線超えまでに増加してきている。固定電話はじ
り貧状態であり、それを携帯電話が埋めてきたが、携帯電話もそろそろ先が見えてきたと
いうのが現状である。
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図表 2.2.2-1 電話市場の推移

通信回数（度数）でみると、2000 年がピークで年々減っている。減少の主たるものは固
定電話である。さらに減少が大きいのは通信時間である。年間統計でみると、2000 年をピ
ークにして減少しているが、固定電話は過去５年間で半減している。３分８円という単価
が変わらないと仮定すると、５年間で収益は半分になったことになる。携帯電話もそれほ
ど増加しているわけではない。
（２）固定電話市場の将来性

固定電話に将来はあるのかということになると、一般的には無いといわれている。しか
し、携帯電話あるいは IP 電話で埋めきれない部分の、ある種の信頼性、あるいは代表番号
制、緊急時の安心感などはあるといえる。

固定系でいえば、緊急電話のときに固定電話のある場所の住所を確定できるという特性
を持つとともに、場所を緊急機関に伝えるという義務を負っている。これを実現するため
に、通信事業者はかなりの投資をしているが、それがある故に安心感がある。

固定電話は、個人特定の番号ではないため、代表番号として使える。したがって減少し
ているがどこかでとまるはずである。ピークで 6,200 万回線あったが、5,000 万回線くらい
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でとまるのではないかという楽観的な見方もある。

こうした中で、FMC の F の部分は固定電話であるため、FMC が広がれば固定電話の価
値も上がるという期待感もある。

（３）NTTの光

NTT は光回線を 3,000 万にするという中期計画で進めてきた。最近これを 2,000 万回線
に下方修正しているが、とりあえずはこれを目標として進めてきた。NTT と競争関係にあ
る事業者からみると、NTT は光で競争を勝ち抜こうとしているようにみえる。光の特性を
活かし、スカパー！と連携してコンテンツを流すということも始めている。NTT は、最大
の支配力のある事業者であるので、NTT がある方向に向かうと市場はそちらに振れる。

（４）固定ブロードバンド・アクセス

固定ブロードバンド・アクセスは、光や DSL で激しい競争を行っているが、実態につい
て眺めてみる。現在は、DSL が主流であるが、いずれ光が支配することになると考えられ
る。その前提で考えると、光を敷いた方が勝つと思われる。ところが、光はコストが高い。
ファイバーそのもののコストは高くないが、敷くためのコストがかかる。現状、NTT も光
だけ切り出して収支を見ると足許は赤字であると思われる。KDDI も、ひかり one という
サービスを行っており、現在 70 万回線程度であるが、年間 500 億円程度の赤字となってい
る。それでも最後に光が勝つとなればやらざるを得ないというのが実態である。

光に代わる手頃なものとして、ケーブルテレビに注目している。ケーブルテレビは、昔
は配信元から顧客先まで同軸という状況であったが、現状では、幹線は光で、最後の部分
のみ同軸というハイブリッド化を進めており、広帯域化している。すでに、1,900 万世帯に
ケーブルテレビ回線が導入されている。ハイブリッド化と DOCSIS3.0 技術の導入で、ギガ
ビット級のブロードバンド環境が実現する。CATV は地域単位の営業を行っており、地域
で強い営業力を持っている。

もう一つの代替手段は無線である。無線であれば、ドロップを各世帯に引くという労力
が省けるので、NTT 以外の事業者にとっては実現しやすい手段である。au の携帯電話の中
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でもブロードバンド化を進めているが、一端末に流せる帯域は数百キロビットしかない。
これをさらに高速化しようとすると、利用できる周波数帯域も限られており、コストもそ
れなりに上がっていく。

こうした中では、WiMAX や WiFi を利用していくことを考えていかなくてはいけない。
アメリカは WiFi に注目して進めてきていたが、メトロ WiFi は品質的に顧客の満足を得ら
れないということから、ここ半年間で撤退がかなりみられる。また、思ったほど安くない
ことも判明した。したがって、KDDI も含め世界的には WiMAX に注目しているのが現状
である。

（５）日本の事業者の地図

こうした状況下における日本の通信事業者をみると、いずれの事業者も電話、ブロード
バンド、放送・映像配信系、携帯電話を持とうとしている。NTT、KDDI、ソフトバンクは、
これらを何らかの形でもっている。これに、イーアクセス、ウィルコムなどが特定の市場
でビジネスをしている。最近は J:COM、UCOM など放送領域から参入している事業者の元
気がよい。

図表 2.2.2-2 企業別にみたトリプルプレイ/クアドロプルプレイサービス
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２．２．２．２

KDDIの事業領域

現在、固定とモバイルを本来の意味で１社で行っているのは KDDI だけである。携帯電
話のブランドは au であるが、コアネットワークは固定系とシェアしている。ひとつの会社
が固定とモバイルの両方のサービスを行っているのは強みである。最近力を入れているの
はコンテンツ系で、コンテンツを作るというよりは、コンテンツをアグリゲートして個別
セグメントへ流通させていくというサービスに注力している。さらに、放送事業者とのタ
イアップ、金融分野への進出なども手掛けている。

図表 2.2.2-3 KDDI の事業領域の概要

（１）KDDIの売上構造

2007 年３月期の売上高は３兆３千億円、営業利益で 3,400 億円である。構造的には、au
が売上の 3/4 を上げており、固定系の売上は全体の 1/4 にすぎない。利益をみると au が殆
どの利益を出し、固定系は赤字である。
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図表 2.2.2-4 KDDI の事業分野別売上高

（２）携帯電話（au）

au が好調なのは、2G から 3G への転換がうまくいったことによる。その理由のひとつは
方式上のアドバンテージがあったことによる。1998 年から cdmaOne を採用したが、その
こともあって 3G への移行がスムーズにできた。その裏返しに、1998 年に cdmaOne を導入
する際に大変な苦労をしている。そのため、2000 年の合併当時は、au は厳しい状況にあり、
連結利益のほとんどが固定系から出ていたという状況にあった。
現在 au の顧客数は 28 百万、シェアは 30%弱であり、年度末までにこのシェアを 30%に
まで持って行きたいというのが当面の目標である。携帯ブロードバンドサービスのブラン
ド名は WIN であるが、EV-DO というデータ専用のネットワークを使ったサービスで、17
百万の顧客を抱えている。WIN は、９月末の時点で au 全体の契約数の 59%を占めている。
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図表 2.2.2-5 KDDI の 3.5G 化の推移

図表 2.2.2-6 KDDI の WIN 契約者数の推移

携帯電話の ARPU は下落し続けている。売上高は、加入者数×ARPU であるので、加入
者もあまり増えない、ARPU も低下しているということは、収益が増加しないということ
を意味する。この状況を打破しなければいけないが、接続分野ではブレークスルーがない
ため、別の分野での事業展開を考えないといけない。そのために、接続事業から情報流通
産業への転換をしていかなければならない。その中に、FMBC というビジョンも位置付け
ている。
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図表 2.2.2-7 携帯電話の ARPU の推移

（３）コンテンツ利用の拡大

情報流通産業への転換の一つの例がコンテンツである。現状は、自力でコンテンツを作
るというよりは、コンテンツホルダーから購入し、アグリゲートして流す、あるいはコン
テンツを流すプラットフォームだけを提供するという形の事業である。コンテンツそのも
のは順調に増えている。

図表 2.2.2-8 EZ ニュースフラッシュの推移と年代別の特徴
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2006 年末にスタートした EZ ニュースフラッシュというサービスがある。１時間に１回
ニュースをテキストで流しており、無料であることもあり利用者が増えている。携帯電話
は、電波を何度も再利用して収容加入者数を上げるという仕組みであるため、一つの電波
を届く範囲を狭めて、同じ周波数の電波を繰り返し使う回数を増やすという発想でネット
ワークが造り上げられている。これは、広域に電波を降らす放送とは逆の発想である。と
ころが、ネットワークが充実し、顧客も増えると、携帯電話といえども放送的な発想が入
ってくる。EZ ニュースフラッシュは、情報をブロードキャストで送っている。WIN を支
える EV-DO という効率の良いインフラがあって初めて実現できた。

（４）通信と放送の連携（ワンセグ）

au はワンセグに積極的に取り組んでいて、市場をリードしてきたという自負がある。現
在発売中の端末の７～８割にはワンセグ機能がついている。800 万～900 万台の端末がワン
セグ付きとなっている。ただ、ワンセグを見て貰うだけでは、原価の高い端末を買ってい
ただくだけになってしまうので、ワンセグと何か他のサービスをうまく連携させるビジネ
スモデルを作る必要がある。
例えば、テレビに流れている曲の情報をデータ放送で流し、ワンクリックで音楽サイト
へ飛び、CD を購入して貰う、またはダウンロードしてもらう仕組み、あるいはテレビに
流れる店の情報をナビサービスと連携させて、店までの道案内を携帯電話で行うといった
ことを仕掛けている。

非常にうまくいった例としては、３年ほど前にスタートした FM ラジオとの提携である。
FM Tokyo の Web サイトは、放送番組とリアルタイムで連携・同期しており、その Web を
使って CD の拡販などを行い、成功をおさめている。

（５）固定系事業

KDDI は、元々中継通信事業からスタートしたため、直收電話の顧客を持っていなかっ
た。２年ほど前から、メタルプラスという事業を始めた。NTT からドライカッパーをリー
スし、それを使ってローカル電話サービスを開始した。このメタルプラスは、カッパーを
収容する NTT の事業所に KDDI の装置を置き、バックボーンは全て SIP ベースの IP で動
かしている。2007 年 9 月末で 310 万のユーザ数を抱え、今年度末には月次で黒字化を実現
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できる見通しである。

図表 2.2.2-9 KDDI の IP 直收電話サービスの推移

光については、NTT からダークファイバーをリースで借りるケースと、2007 年１月に合
併した東電の光ネットワークを使うケース（関東エリアだけ）の二通りある。ただ、現状
では 70 万回線程度の顧客数であり、赤字を抱えている。

図表 2.2.2-10 KDDI のひかり ONE の契約数の推移

（６）ケーブルテレビ

CATV 会社と連携し、ケーブルを使って直收の固定電話サービス(ケーブルプラス電話)
を提供している。固定電話のネットワーク設備は KDDI が準備し、それを卸売りするとい
う仕組みである。CATV の加入者からみると、CATV の付加サービスとして電話が使える。

63

見えないところで、KDDI がネットワークを作り、卸売をしているという形になる。

図表 2.2.2-11 KDDI のケーブルプラス電話のサービスエリア

２．２．２．３

FMCサービス

FMC サービスは、従来から通信関連業界で期待され続けているが、現状なかなか良いサ
ービスが見つからない。当初はワンフォンという一端末同一番号で、固定と移動を使い分
けるというものが本命視されたが、市場調査結果をみると、顧客はそれを求めていないと
いう一面が見えてきた。なぜ携帯電話番号を皆に知らせる必要があるのかという疑問があ
り、固定と携帯を使い分けることが多い。これでは FMC の目玉にはならない。

KDDI は、固定電話に着信があり、不在で応答できない場合に、着信の事実を発番を含
めて携帯電話に知らせるという、着信お知らせサービスを開始している。これも F と M の
融合の一例ではないかと思われる。

携帯電話に放送モードをつけるために、BCMCS（Broadcast Multicast Service）と呼ぶ仕
組みを導入している。従来は、携帯データはユニキャストであり、端末ごとに別々のチャ
ネルを用いて流していたが、これをひとつの共用チャネルで複数の端末に同時に流すのが、
ブロードキャストあるいはマルチキャストである。これを利用して EZ ニュースフラッシ
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ュというサービスを行っている。ひとつの番組を見る視聴者数が多ければ効率的なシステ
ムである。加入者数がここまで増えると、BCMCS のメリットが発揮される。

図表 2.2.2-12 KDDI の BCMCS のイメージ

固定系については、KDDI は固定電話のネットワークの IP 化が最も進んでいる。これは、
元々中継通信事業者であり、直収固定電話サービスを持っていなかったためで、光を含め
て直收の固定電話事業を始めたのは３年前である。開始する際には、レガシーなアナログ
交換機ではなく、全て IP で始めたという経緯がある。メタルプラスは、ドライカッパーを
使い、NTT の局舎に終端される。そこに、NGW（Network Gateway）装置を置き、その後
ろのバックボーンは KDDI の IP 網と接続している。接続制御は SIP ベースのソフトスイッ
チで行っている。光の場合にも、ドライカッパーが光に代わるだけであり、仕組みは同じ
である。KDDI に加入している直収電話サービスの 99%はこのシステムで動いている。一
方、au 系の電話はレガシーな方式で動いている。

ケーブルプラス電話は、CATV 局との連携で行っているサービスである。CATV の配信
局内に KDDI の L3 のスイッチと IP 電話重畳装置を設置している。電話交換機能をつかさ
どる SIP サーバは KDDI 網内にある。電話サービスは KDDI と顧客宅内とのエンド・ツー・
エンドのサービスとなっているが、顧客向けには CTAV の付加サービスに見せており、
KDDI としては卸売でのビジネスである。
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２．２．２．４

コンシューマ向けソリューション

コンシューマ向けサービスは、固定系のサービス、モバイル系のサービスに、コンテン
ツやコンテンツ・マルチユースのサービスを加えていくというのが、基本的な戦略の方向
である。固定とモバイルの間では、前述の着信お知らせサービスがある。音楽の LISMO
サービスは、ひとつの音楽ファイルを PC と携帯端末で利用する。加えて、固定系では VOD
サービス、モバイル系ではワンセグ、デジタルラジオ、FM 放送との連携などを行ってい
る。現在準備を進めているのがメディアフローで、これは動画専用の携帯ネットワークで
ある。しかし、使える周波数がないため、現状はビジネスモデル、技術面の検討を行いな
がら、周波数の確保に努力しているところである。

（１）LISMO

LISMO のサービスは、携帯電話を iPod 化しようということで始めた、au ミュージック
プレイヤーを発展させたものである。音楽ファイルを PC と携帯電話でシェアする。著作
権の問題があるので、同時には片方の端末でしか利用できないが、一度購入すれば使い分
けができる。PC 側のクライアントソフトは無償で提供している。

もともと携帯電話の Web はウォールド・ガーデン・モデルであり、KDDI は WAP とい
うプロトコルを使い、ゲートウェイを建て、ゲートウェイで Web アクセスを終端する形態
で EZweb サービスを提供してきた。最近では、インターネットとの親和性やインターネッ
トコンテンツの流通性を担保しないと、飽きられてしまう。そこで、数年前から Opera と
いう携帯用ブラウザシステムを使い、TCP/IP でインターネットに抜ける仕組みも導入して
いる。

（２）Googleとの連携

2006 年に Google と提携し、EZweb ポータル画面に出てくる検索エンジンを Google に変
更した。Google で検索した場合、出てくる検索結果に連動した広告をアドワーズの機能を
用いて表示する。アドワーズの収益の一部を貰うというビジネスモデルとなっている。こ
れが、予想以上の収益源となっている。
Google 導入前は、Google 検索結果の中でウォールド・ガーデン内の EZ ポータルコンテ
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ンツを上位に掲載しても、ほとんどのコンテンツアクセスはインターネットに抜けてしま
うのではないかという、EZ ポータル空洞化懸念があった。しかし、2006 年７月に導入し
てみると、EZ ポータルコンテンツへのアクセスも増え、アドワーズを利用した検索連携広
告売上も急増するという、好結果となった。

図表 2.2.2-13 au における Google 導入の効果

（３）CGM

CGM（Consumer Generated Media）についても、まずは GREE との連携で SNS を導入し
ている。今後はこれも伸ばしていきたい。ワンセグについてみると、au は携帯電話３社の
中で最も進んでいるが、放送局との連携は模索段階である。

（４）メディアフロー

メディアフローは、アメリカのクアルコム社が開発した携帯映像放送方式であり、携帯
電話と同じように、電波を繰り返し利用しながらエリアを拡大していく。地上波テレビと
同じ 6MHz の帯域を使い 30 チャンネル程度の情報を流す。端末は携帯電話並みの小画面
であるため、圧縮をすれば 30 チャンネル程度を流すことが可能である。ワンセグは 13 セ
グメントのうちの１セグメントを利用している。そのため、6MHz を全部使ってもワンセ
グでは 13 チャンネルしかとれない。それに対してメディアフローは 30 チャンネル入れる
ことが可能である。また、現在のワンセグは 15 フレーム/秒である。人間の目は 22 フレー
ム/秒に認識スレッショルドがあるようで、22 フレーム/秒より少ないとちらつきが目立つ。
ワンセグはある種の妥協で 15 フレーム/秒になっているが、メディアフローは 30 フレーム
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/秒として、映像品質を上げている。アメリカでは既にサービスが開始されているが、国内
ではまだ周波数が確保できていない。

２．２．２．５

ビジネス向けソリューション

ビジネス向けには、F と M のコンバージェンスを軸に検討している。顧客には KDDI の
サービスをワンストップに見せる。ネットワークだけでなく、オフィス内の LAN やセン
トレックスなどのソリューションも含めたトータルソリューションでないと売っていけな
い。また、SaaS 的なアプリケーション提供も必要である。運用、ビリングについても一括
してサービス提供をしていく。

図表 2.2.2-14 KDDI のワンストップサービスのイメージ

事業所向けには、携帯電話を内線電話として使ってもらうために３種類のソリューショ
ンを提供している。大規模なオフィス向けは、OFFICE WISE という携帯電話のサブネット
ワークを作ってしまうものである。ビル内の内線電話についてはコストダウンのメリット
を料金に反映する。

OFFICE FREEDOM は中規模事業所向けで、携帯電話のサブネットをつくるのではなく、
オフィス内は VoIP（LAN）で解決するものである。端末側に LAN 機能が必要となるため、
専用端末となる。

OFFIMO は SOHO 向けのサービスである。これも LAN を使ったシステムである。
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アプリケーションについても、購入から利用モデルに変えていくということから、マイ
クロソフトと提携して SaaS の提供を行っている。

法人向けサービスでは、ノート PC からのブロードバンド・アクセスが重要となる。通
常 WiFi しか搭載していないので、au の WIN を利用するカードモデムを提供している。ま
た WIN の通信モジュールを組み込んで貰うことも進めており、現在はまだ Lenovo のノー
ト PC だけであるが、オンラインでサインアップしてもらえばすぐに使えるようになる。

２．２．２．６

WiMAX

（１）モバイルWiMAX

国内では、全国展開のモバイルブロードバンドワイヤレスアクセス(BWA)用として、
2.5GHz 帯で 30MHz 帯域の周波数帯ふたつを開放する計画である。WiMAX を含む 4 種類
の方式を想定し、そのうちのどれかでサービスを行う。現在、周波数利用申請受付が締め
切られ、申請の比較審査中である。

WiMAX は携帯電話を置き換えるものではない。あくまでも携帯電話では捌ききれない、
大容量、高スループットのデータ需要を支える補完的なインフラである。WiMAX は広帯
域であるため、基地局とセンター間の伝送路のコストが高く、携帯電話の基地局設備にコ
ロケートする方が経済性が良いとの議論もある。

WiMAX は IEEE802.16 という規格に基づく無線方式である。IEEE802.16 は、固定もモバ
イルも含めて網羅的にブロードバンドワイヤレスアクセスの仕様を規定しているものであ
る。この IEEE の規格にはオプションがたくさんあるために、そのままでは装置は作れな
い。そこで装置の実装仕様を定めるプロファイルを決めているのが、WiMAX Forum とい
う民間組織である。WiMAX には固定用、モバイル用などのプロファイルがある。モバイ
ル WiMAX といわれているもののプロファイルの性能をみると、時速 120 キロで走行中で
も数十 Mbps（約 40Mbps）が出る。IEEE と WiMAX Forum の関係をみると、IEEE 規格は、
PHY, MAC レイヤの通信規格だけを決めていて、端末接続を担保する IP レイヤから上のネ
ットワークレイヤの規格が含まれていないため、WiMAX Forum はプロファイルに加えて
ネットワークレイヤの規格も決めている。
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図表 2.2.2-15 WiMAX 関連団体の関係

KDDI は、６社でワイヤレスブロードバンド企画株式会社を設立し、WiMAX 採用方針
の下、BWA 周波数利用公募に応じている。アメリカで WiMAX を積極的に推進している
Sprint Nextel 社と話をしており、相互に顧客がローミングサービスを受けることができる
ようにする計画である。

（２）WiMAXのフィールドトライアル

2004 年頃から、WiMAX の技術開発を進めており、2006 年２月に大阪の中心部でフィー
ルドトライアルを完了している。スループット、WIN と WiMAX のハンドオーバなどにつ
いての実証を行った。PC や PDA を利用した実験も行っている。WiMAX の１無線波を使
って 10 チャンネルのビデオを同時伝送することが可能であることも実証した。IMS を利
用した固定系とのハンドオーバなども全て行っている。
WiMAX をどこでも使えるようにするためには、宅内への浸透や、バックボーンコスト
の課題を解決しなければならない。そのために、KDDI が提案して IEEE802.16j という作業
班を設立し、WiMAX でメッシュネットワークをつくるための規格制定作業を行っている。

70

図表 2.2.2-16 KDDI による WiMAX フィールド・トライアルの概要

２．２．２．７

FMC/FMBCのための技術開発

（１）ウルトラ 3Gのビジョン

FMC あるいは FMBC、見方を変えると NGN という観点でいえば、３年前にウルトラ 3G
というネットワークビジョンを発表している。このビジョンは、固定と移動の両方の事業
を持っており、いずれ放送系と連携しないといけない、ネットワークは誰でもどの部門で
も自由に使えるようにしていかなければならない、という発想に基づくものである。トラ
ンスポート系は統合 IP 網を使う。サービス制御は、IMS（CDMA 規格を検討している 3GPP2
では MMD と呼ぶ）で制御する。アクセス網は、携帯電話、ひかり one、メタルプラス、
IP 電話、WiMAX など何でも良い。このビジョンに向けてネットワークを構築していく。
これは NGN と同じ方向性である。
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図表 2.2.2-17 KDDI の次世代ネットワーク構想

インターネットと NGN の違いは、NGN はあくまでもキャリアが品質などをマネッジす
るマネッジド・ネットワークという点がある。その道具としてインターネットと同じ IP 技
術を使っている。一方、インターネットは誰かがマネッジしているわけではない。インタ
ーネットと NGN は、共存共栄の世界であり、NGN が出来たからといってインターネット
が無くなるわけではない。NGN の議論が出てきた際に、ISP の皆さんは大変な危惧を持ち、
いずれインターネットはなくなるのではないかという危機感があったが、これらは併存す
るものである。

固定電話網は NGN に移行し、サービスも継承される。アクセス系のサービスは、NGN
とインターネットがシェアしていく。IP レイヤから下を見ると、NGN を使いたいときに
は NGN、オープンなインターネットを使いたいときにはそちらを、是々非々で使い分ける
ことになるだろう。
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図表 2.2.2-18 NGN への移行モデル

（２）モバイル系アクセスネットワークの進化

モバイル系の技術革新は早く、７～８年で変わっていく。KDDI は、2002 年に CDMA2000
を始め、2003 年には EV-DO、2006 年には EV-DO Rev.A にバージョンアップしている。こ
の先には、IMT-Advanced といわれている無線環境でギガビットを提供しようというところ
まできている。

（３）情報家電

前述の通り、ワンフォンは広く受け入れられない模様であるため、FMC のショーケース
は情報家電ではないかと考えている。情報家電の世界は TV が中心になると思われるが、
それ以外にもレコーダー、PC、、監視カメラ、白物家電などがネットワーク化される。家
庭には固定のブロードバンドが引き込まれており、IP 放送を流せば F と B の融合になる。
宅内カメラを携帯端末から見ると F と M の融合になる。FMC は色々といわれているが、
実際に使われて、ユースモデルが出てくるのは情報家電ではないかと考える。
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（４）FMBC への取り組み

FMBC については、ウルトラ 3G ビジョンが具現化すれば、必然的に F、M、B が融合す
る。サービス面では、モバイルとブロードキャストの融合は既に手を付けている。F と M
の間のファイルシェアにも手を付けている。F と B の融合も VOD で参入している。ここ
に IPTV が入ってくれば、FMBC の世界の実態が見えてくる。

B との融合という視点で手がけている研究開発の一例として、IP over 地デジ（放送チャ
ンネルの空きを利用した IP パイプづくり）がある。もうひとつは、テレビ番組でコメント
や投票などの応募を行うと、ネットワークの輻輳を引き起こしたり、放送局側のサーバの
能力を超えるということが起こりうる。この輻輳を制御する仕組みが出来ないかというこ
とで、NHK と共同開発している。放送波の中に携帯端末のクラス分けをする信号を仕込ん
でおき、携帯端末から上がってくる応募情報の送信タイミングをずらし、輻輳を避けると
いう実験を行っている。サービスマイグレーションは、同じサービスであるが、受ける環
境によって通信品質を変えて環境に対応する仕組みである。

F、M、B も含めてサービスを融合させると、ID を一本化しないと使いにくい。課金が
絡んでくると、そのための ID をどうするかという課題が出てきて、課金のベースになる
ID プラットフォームが必要になる。携帯電話は個人に結びついているデバイスであるので、
携帯電話の ID を核にして、関係者がお互いに自分の顧客情報を開示しないかたちでリン
クさせるという仕組みを開発している。

ホームネットワークは、DLNA が本命になりつつある。DLNA は著作権の問題もあり、
LAN 外に出る仕組みを考えていない。しかし、FMBC の世界になると、DLNA を外に拡張
する考えが必要になる。Wide area DLNA という、DLNA の一部に穴を開けて、外の携帯か
らもアクセスできる、あるいは他の家の TV からもアクセスができるようなプロトコル・
コンバージョンの研究開発も進めている。

２．２．２．８

ICT産業の発展に向けて

2006 年度から、総務大臣が中心になって「ICT 国際競争力強化プログラム」を始めてい
る。携帯電話を中心に情報通信産業が元気にみえるが、実は内需だけであり、外需を取り
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入れるために産業を改善していこうというプログラムである。
内需をみると、移動体市場だけでも 11.6 兆円の規模があり、７兆円が通話・通信料、残
りが周辺のサービスや装置系の事業者の売上である。この後者の部分を如何に海外から持
って来て、売上を伸ばすかが、課題のひとつである。

図表 2.2.2-19 移動体関連産業の概要

また、MVNO 参入による通信市場の活性化も期待されている。MVNO についてみれば、
KDDI では、トヨタ自動車の「G-Book」、いすゞの「みまもりくん」、セコムの「ココセコ
ム」などに au のネットワークを利用していただいている。

ICT 産業の国際競争力の議論の中ですぐ出てくる話に、通信事業者の海外進出が装置産
業の海外進出の助けになるという話がある。KDDI は、パラグアイやモンゴルで携帯電話
事業を行っているが、日本のインフラ機器も端末も使っていない。これは、通信事業は極
めてドメスティックな特性を持ち、その国の市場状況に合わせて方式や端末を選択せざる
を得ないという理由による。オペレータが海外進出しても、日本の機器ベンダーの海外市
場が自動的に拡大することはない。むしろ、日本の高度な携帯電話サービス環境をユース
ケースの検証する場として使っていただく方がよい。
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２．２．３

ソフトバンクテレコム

２．２．３．１

ソフトバンクグループの次世代ネットワーク設計思想

（１）ネットワーク環境

ネットワーク環境は整い、我が国のブロードバンドは世界の中でも最も速くて安い。今
後はこうしたネットワークを使ってどのようなサービスアプリケーションが出てくるかが
注目される。しかし、ネットワークインフラをおざなりにするわけではなく、今後も新し
い技術を導入し、より使い勝手の良いネットワークインフラをめざす必要があり、その中
で、NGN も大きな要素となってきている。

図表 2.2.3-1 我が国におけるネットワーク環境の変遷

今後はネットワーク上で展開される
コンテンツやビジネスそのものが重要

ネットコンテンツ

ライフスタイル、ワークスタイルが変革

ネットビジネス
デジタル家電

無線ＬＡＮ

ネットワークインフラの
整備

電電公社
独占

通信自由化
新規参入

１９８５

ＡＤＳＬ

ＩＳＤＮ
２Ｇ携帯

ＦＴＴＨ
３．５Ｇ携帯

３Ｇ携帯

デジタル化

１９９０

ＷｉＭＡＸ

インターネット
携帯電話普及

ブロードバンド
普及

２０００

１９９５

ブロードバンドコンテンツ
普及

２００５

２０１０

90 年代から商用インターネットが急速に普及し、社会基盤として位置づけられるように
なっている。その観点からみると、今後益々高信頼性やセキュリティが心配になる。これ
が次の世代のネットワーク(NGN)であり、NGN を導入する動きの動機付けとなっている。
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図表 2.2.3-2 21 世紀におけるブロードバンドの位置付け

社会基盤
政府、自治体、公共施設、公共サービス

電気

水道

ガス

交通

インターネット

社会基盤の条件
高信頼性

■ 安定したサービスの提供

ユビキタス環境

■ 誰でも受けられるサービスの提供

高セキュリティ

■ 安全なサービスの提供

（２）ユーザ志向のネットワーク

ネットワークをユーザの観点からみると、セキュリティや安全性、操作性、機能性など
多様なニーズがある。これまでは、ベストエフォートのインターネットで対応してきたが、
セキュリティや安全性、操作性、機能性などをひとつのネットワークで全て満足させるの
は難しい。そういうものを作ると、非効率的なネットワークになってしまう恐れもある。
そこで、オーバーレイのネットワークという考え方で柔軟に対応していくという考え方を
してみたい。

（３）通信業界のコンバージェンス

通信業界の動向をコンバージェンスという言葉で表現した。これまでは縦割りのネット
ワークで、その上にサービスが載っている。その状態ではサービスとネットワークが１：
１の対応関係にある。インターネットの世界になって、横の展開が現れ始め、これをコン
バージェンス呼ぶことができる。ネットワークのインフラ、プラットフォーム（ミドルウ
ェア）との連携、最終的にはサービスとしての連携が出てくる。よく言われる例としては、
IP 電話があるが、これはインターネットと固定電話の融合である。トリプルプレイ、IPTV
は放送とインターネットの融合である。NGN では携帯電話と固定電話の融合として FMC
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ということが言われている。こうした横の連携が活発化してきている。

図表 2.2.3-3 通信業界におけるコンバージェンス

1995/96
固定
電話

携帯
電話

インター
ネット

2005/06
固定
電話

放送

携帯
電話

インター
ネット

放送

アプリケー
ション

加入電話
ISDN

プラット
フォーム

zIP電話

番号管理
課金
請求

携帯電話
SMS

ＷＥＢ
e-mail

zトリプルプレイ
zIPTV, VoD

zFMC

コンテンツ

サービスコンテン
ツ
コミュニケーション基盤（統合ツール）

認証
課金
請求

認証
広告管理

アプリ基盤(認証・課金・顧客管理)
システム基盤(監視・IDS・ウィルス...)

広告管理

ネットワーク

プラットフォームコントロール
交換機
SDH

MSC
無線基地局

TCP/IP
Ethernet

地上波
衛星
ケーブル

■光

BB化

■ IP化

ネットワークインフラ
ソフトバンクテレコムとしては、２年ほど前に IRIS という構想を提案した。これは、縦
と横のいろいろな連携を実現するもので、ネットワークとサービスの連携、異なるネット
ワークの横のつながりなどを含んでいる。

図表 2.2.3-4 コンバージェンスを可能とするネットワーク

放送

CRM/ERP
認証・課金
セキュリティ
サービスコンテンツ
Eラーニング グループウェア

ポータル

コンシューマ向け
ネットワーク

ICTプラットフォーム

法人向け
ネットワーク
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Ｅコマース

ナレッジ

コンシューマ
プラットフォーム

モバイルネット
ワーク

（４）ネットワーク機能間を連携するオーバーレイネットワーク

コンバージェンスとしては、サービス＋網（SNC）、固定＋携帯（FMC）、通信＋放送（BTC）
の３つがあげられる。

図表 2.2.3-5 ネットワーク機能間を連携するオーバーレイネットワーク

2１世紀のテクノロジー革新

サービス ＋

網

＝

SNC

SNC: Service Network Convergence

固定 ＋ 携帯 ＝

FMC

FMC: Fixed Mobile Convergence

通信 ＋ 放送 ＝

ネットワークにつなげると・・・

BTC

BTC: Broadcasting & Telecommunication Convergence

必要なときに、必要なだけ、どこからでもコン
ピューティングパワー（ＣＰＵ、ストレージ、メモリ）
や、最適なアプリケーション、ネットワーク環境を
使える。

21 世紀のネットワークを考えると、ネットワークにつなぐだけで、必要なときに必要な
だけネットワークのリソース（ネットワークだけではなく、ミドルウェアやプラットフォ
ームを含んだコンピューティングパワーのリソース）が使えることが望ましい。それに見
合った使用料を支払う。ちょうど現在の電気料金のようなイメージである。

（５）SNCの例

SNC の例をみると、従来は、通信サービスと情報システムが分かれていた。新しいシス
テムを導入する場合、両方にかかわる部署間で話し合いがなされ、どういうシステムにな
るかが決められていた。現在は、システム系とネットワーク系のリソースを有機的に連携
させ、オンデマンドで使えるようにするという考え方が主流になってきている。それを実
現するための技術は仮想化技術である。仮想化技術の中でも、グリッドやバーチャルマシ
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ン、ネットワークでは VPN などを使い、オンデマンドでの提供を実現していく。オンデマ
ンドでは、ユーザが必要なときに必要なだけのコンピューティング・ネットワークリソー
スを使うことができるようになる。

図表 2.2.3-6 SNC の例（情報と通信のコンバージェンス）

次世代

従来

コンピューティング
情報システム

アプリケーション
サーバー
ストレージ

仮
想
化

オンデマンド

グリッド技術
バーチャルマシーン
ＶＰＮ （ＭＰＬＳ、ＶＬＡＮ）

通信サービス
ルーター
スイッチ
アプライアンス

ユーザーがそれぞれを
購入し、組み合わせて
いた

ユーザーが必要なとき、
必要なだけ利用

ネットワーキング

従来の企業内システムは独自に作られていた。メールサーバ、ファイルサーバ、Web サ
ーバなどを自前で構築していた。企業では、組織変更があり、業務の内容も変わっていく。
自前システムにて対応していくことはできないことはないが、難しい面もある。顧客が自
前で構築し、運用すると、設備コストや運用コストがネックになる場合も多い。自前のシ
ステムの冗長性を確保し、遠隔地に重要データを二重に保管しようとするとコストが更に
かかることになる。

こうしたことから、データセンターが注目されており、今後ますます注目度が高まる。
その中で、サーバを統合しようという動きが出てくる。サーバの統合に当たっては、複雑
なパスの接続などが必要になるため、I/O の統合につながり、最終的には仮想化にいたる。
仮想的にリソースを動的に統合するのである。
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図表 2.2.3-7 今後のデータセンターの方向性
サーバ統合

サーバ統合
Ｉ／Ｏ統合

データセンター
仮想化

AP1 AP2

AP3

HardWare

LAN
Virtual
Server

LAN
Grid
Fabric

Cluster
Server

I/O

Shared Virtual I/O
Network
Services

ＳＡＮ
Diskless
Server

複雑なパス接続とサーバ構成に

Server
images

統合されたファブリック構成

よる管理コストの上昇

Storage

仮想的にリソースを動的に統合
アプリケーションとインフラのマッピング

仮想化技術を用いて新たにサーバを作る場合、ネットワーク上にプールされている標準
的なコンピューティング機能、サーバの機能、ストレージのリソースを結合させ、仮想化
機能を具備したサーバ上に必要なサービス、データベースを作ることが出来る。こうした
構築によってサーバの統合が可能となり、ピーク時のリソースの調達が容易になり、運用
コストの削減につながる。社内システムによっては、時期によってサーバが混んでしまう。
その場合には、仮想化ができているとかなり対応が容易である。また、デザスタリリカバ
リとしての N：１のフェイルオーバークラスタを作ることも仮想化技術を使うと容易であ
る。

SNC をまとめると、グリッド技術、シンクライアント化、Web サービス高度化など、サ
ービスとネットワークの融合が加速化される。これを支えるのはネットワークであり、バ
ックボーンは数十～数百 Tbps の時代になると予想される。

（６）FMCの例

FMC は、従来、携帯電話と固定電話の融合といわれてきていた。ここで紹介するのはデ
ータ系の FMC である。PC を持ち歩いたりして、いろいろな場所から社内のネットワーク
システムに接続して仕事ができるという環境が整いつつある。移動するごとにセッション
が切れてしまうが、移動してもこれを維持できるようにする。これを FMC サービスのセ
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キュアアクセスと称している。

特定場所からは、会社にアクセスさせたくない、あるいはしてはいけないというような
セッションの管理も可能である。セッション管理サーバとポリシーサーバの連携で、デー
タ版の FMC であるセキュアアクセスが可能となる。

図表 2.2.3-8 FMC の例（FMC セキュアアクセス）
会社にアクセスできない
場所ではインターネット接
続のみ

○○エリア：社内ＮＷ（ＶＰＮ）
××エリア：インターネット
△△エリア：Ｈｏｍｅネットワーク

特定の場所からのみ
社内へのアクセスが許可

ポリシー
インターネット
セッション

ポリシー確認

サーバ

管理サーバ

セッション維持
インターネットサイトへ

社内NW

モバイルIP
プラットフォーム

最適なアクセス手段に自動的にログイン

友人宅

インターネット接続のみ

３Ｇ携帯

公衆無線LAN

自宅

仮想的な会社空間

３Ｇ携帯

社内ＬＡＮ

Yahoo ケータイでは、PC 上の画面内容と携帯電話上の画面内容が同じであり、ユーザか
ら見ると使い勝手が非常によい。また、ビジネス向けの携帯電話によるソリューションも
増加しつつある。

（７）BTCの例

トリプルプレイ（インターネット、電話、映像・テレビ）がよく言われているが、これ
に携帯電話を加えたものがクワトロプレイがある。携帯電話を自宅で使う場合に、無線
LAN で接続可能なデュアルモードの端末も出てきている。
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図表 2.2.3-9 BTC の例（ブロードバンドアクセスの普及）

クワトロプレイ
BBインターネット
携帯

IP電話

映像配信

ONU
トリオモデム

２．２．３．２

オーバーレイネットワーク

ソフトバンクテレコムは、基本となるインフラの上に、ユーザが求める機能をオーバー
レイネットワークで実現していくという考え方で、研究開発を進めている。インフラのネ
ットワークは、100 テラといった高速ネットワークを実現し、その上に機能面で必要とな
るオーバーレイネットワークを構築していく。基本となるのは、パケット網であり、その
上に柔軟な機能を提供する多様なオーバーレイネットワークとする。アクセス手段として
は、今後いろいろと出てくる新しい技術をも取り入れることができるようにする。重要な
ポイントとしては、企業向け、一般家庭向けのインターフェースとしては、グローバルス
タンダードに準拠したものを提供していくことである。

（１）ソフトバンクの考えるオーバーレイネットワーク

ソフトバンクが考えるオーバーレイネットワークには、いろいろな技術が使われている。
例えば、SIP を使ったネットワーク、P2P の技術を使ったものもオーバーレイの一種であ
る。これまで中心的に提供していたものとしては VPN で、MPLS、IP-SEC、SSL など多様
な技術が使われている。オーバーレイネットワークの中でも、XML 技術を使ったメッセー
ジングネットワークも、ひとつのオーバーレイネットワークである。
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図表 2.2.3-10 ソフトバンクグループが考える３つのオーバーレイネットワーク

VPN

SIP・P2P

ﾒｯｾｰｼﾞﾝｸﾞNW（XML）

MPLS、IP-SEC
SSL、・・・
NW
イメージ

ｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ
インターネット

特徴

クライアント同士の直接
通信を可能とする
（IPｱﾄﾞﾚｽ、codec、通信許諾）

利用者の自由な設計を
可能とする。
（ｱﾄﾞﾚｽ、ﾄﾎﾟﾛｼﾞｰ、・・）

相手が分からなくても
欲しい人に届ける事を
可能とする。

既存のオーバレイNW技術

オーバーレイネットワークの代表的なものである VPN についてみると、いろいろな技術
の組み合わせで VPN が提供されている。レイヤ２、レイヤ３の違いもあり、MPLS、IP-SEC
の違いなどいろいろな技術がある。それらを組み合わせたハイブリッド的な VPN も提供で
きる。さらに進むとスマート VPN がある。企業は VPN を使い分けており、電話用、社内
システム用、業務用などがある。これらを統合した方が、コスト（設備投資、運用コスト）
的にメリットがある。その時にスマート CPE を各拠点に置くと、スマート CPE がデータ
を振り分ける。そのことによって、オーバーレイネットワーク上で、多様な機能別の VPN
を提供することが可能である。テレビ会議や音声通話については、高品質・低遅延の要望
がある。秘密性が高いデータの場合には暗号化を強化した VPN にすることもできる。必ず
しも高品質な要求がない場合には、一般的な安い VPN でもよい。ポリシーサーバにしたが
ってデータを振り分けることが出来る。
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図表 2.2.3-11 次世代 VPN のイメージ
ポリシーサーバー

高品質
帯域保障、低ジッタ

Smart CPE

高速

データ
TCPｱｸｾﾗﾚｰｼｮﾝ、圧縮
高機能
通信記録機能、暗号化機能

データの種別（動画、
テキスト、音声など）
を判別し最適なＶＰＮ
に振り分ける

通常のＩＰ－ＶＰＮ／広域イーサ

（２）オーバーレイネットワークとITU-NGNとの関係

現在いわれている NGN は、オール IP プロトコールのパケット網である。電話をひとつ
のターゲットとして考えているので、セッション制御が必要となる。従来のインターネッ
トのベストエフォートとは違って、あるサービス、アプリケーションについてはセッショ
ンを制御するため、SIP プロトコールが基本的に使われることになる。また、サービス、
トランスポートが分離されており、上と下が独立した技術進化が加速する。これはコンバ
ージェンスの考えそのものである。

NGN の対応の仕方には２つの大きな方法がある。ひとつは、現在の固定電話をパケット
網を使った電話に置き換えていく。従来の電話交換機については、既に生産が終わってお
り、ルータなどを使ったシステムに更新していかねばならない。顧客から見ると従来の電
話がそのまま使える。もうひとつはインターネットが社会的なインフラになってきたが、
QoS やセキュリティが気になるため、セッション制御をすることによって制御していく。
これらを実現した上で、その上にオーバーレイネットワークを使い、いろいろなサービス
提供を可能とし、柔軟性を持たせる。
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図表 2.2.3-12 ソフトバンクの次世代ネットワーク
映像

音楽

ゲーム

スポーツ

出版

コマース

ファイナンズ

意味/各種ＩＤ空間

ＰＳＴＮの置換え
古い設備の更新
運用コスト削減

ＳＤＰ

ＸＭＬネットワーク

ＳＩＰ／ＩＭＳ

ＰＳＴＮ

キャッシュ

キャッシュ

ＩＰｖ４／ｖ６
セッションの制御
ＱｏＳの制御
帯域の制御
クローズドなNW

ＢＢ光、ＡＤＳＬ等

Ｐ２Ｐ
ＶＰＮ

番号空間
各種オーバレイＮＷ
上水道ＮＷも
意味を踏まえたﾙｰﾁﾝｸﾞ
ｷｬｼｭｱﾄﾞﾚｽ空間
異種ﾌｫｰﾏｯﾄ・ＩＤの
変換・連携
IPｱﾄﾞﾚｽ空間
仮想化によるｺﾝﾋﾟｭｰ
ﾃｨﾝｸﾞﾘｿｰｽの共有化

モバイル

ＢＢ無線、無線ＬＡＮ
ＦＭＣ
ｼｰﾑﾚｽ接続

２．２．３．３

ビジネス

アクセス

XMLネットワーク

XML ネットワークを考えるに当たって、ユーザの行動パターンを「従来」
「最近」
「今後」
という３つの軸で切り分けた。例えば、ものを買うパターンを考えてみると、従来は、注
意、興味、欲求、記憶、購買というプロセスをたどる。最近は、ネットワークがある時代
になり、行動パターンが変化してきた。つまり、注意、興味、検索、比較、購買、発信・
共有というプロセスを経る。検索エンジンのサイトで比較情報などを入手し、その上で、
検討を加え実際に購入する。購入したあとに、ネットワーク上に評価や感想を書き込む。
今後 XML を使ったネットワークになると、ネットワークがインテリジェントになる。要
求のみネットワークに出せばよく、検索・比較・記憶はネットワークがやってくれる。ユ
ーザは何も考えることなく、ネットワークに投げると、ネットワークが判断・比較をして
くれ、適切な情報がユーザに戻ってくる。購入後は情報の共有ができ、行動パターンもあ
る程度ネットワークが把握することも可能である。
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図表 2.2.3-13 ユーザの行動パターンとネットワークの関係

最近
ネットあり
（Internet時代）

（新聞・雑誌・店頭）

モデル

AIDMA
人

ﾈｯﾄ

AISCEAS
人

CDEAS

ﾈｯﾄ

人

興味
検索

欲求

欲求

比較

ﾈｯﾄｻｰﾌｨﾝ
ﾒｰﾙ通知

検索ｻｲﾄｱｸｾｽ
ｷｰﾜｰﾄﾞ入力

検索

興味

注意

ﾙ
ｱ
ｭ
ﾆ
ﾏ

注意

記憶

購買

購買

ｷｰﾜｰﾄﾞ発声

ｻｲﾄclick
ｻｲﾄclick

ｻｲﾄclick、電話
購入手続き
SNSｻｲﾄ等
感想入力

検討

購買
情報
発信
共有

電話・クリック

満足度
人気
通知

行動

検討

現況情報を自動で反映
できるようになる。

状況
発生

欲求

ｻｲﾄclick

ﾈｯﾄ
状況
通知
自動

事前
通知

認知

コメント

ネット融合
（ﾕﾋﾞｷﾀｽ時代）

検索

ネット無し

今後

記憶 比較

従来

何も考えずに欲求をネッ
トワークに出せば良い。

現況から判断して比較
や取捨選択をネットワー
クが行う。
買い手情報を記憶し売
り手準備okの時を知ら
せたりできる。
検索時の推薦優先度ﾊﾟ
ﾗﾒｰﾀｰに利用する。

電話・感想入力

（１）メッセージングネットワークの構築

既存のパケット・ネットワークの一部のノードは、XML を解釈・処理できる。その部分
が、XML のオーバーレイネットワークと呼ばれる部分である。情報の受信者は、必要な要
素をあらかじめネットワークに伝えておく。情報発信者は、どういう情報が流せるかをネ
ットワークに伝えておくと、ネットワークの中でマッチングをとり、情報受信者にメッセ
ージ・データが流れる。なぜ XML に注目したかというと、現在、かなりのアプリケーシ
ョンやデータが XML という記述言語で書かれている。マイクロソフトの Vista も XML 対
応となっている。ネットワーク上に XML フォーマットによるデータが多数流れている。
単にパケットのルーティングではなく、XML のタグの情報もある程度解釈できるというこ
とになると、より適切なルーティングができるようになる。
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図表 2.2.3-14 メッセージングネットワークのイメージ
仮想化技術によって構築されたメッセージングネットワーク
（オーバレイネットワーク）

XML形式のデータ

XML形式のデータ

情報受信側
（Subscriber）

基盤IPネットワーク
情報発信側
（Publisher）
XML形式のデータ

（２）サービス高度化の例

従来ユーザはネットワーク上のサーバやデータベースにおける有用な情報を入手するた
めの高度な知識、検索能力が必要であった。Web2.0 や XML のメッセージングネットワー
クになると、ネットワークがサーバ間で連携して、ユーザが必要としている情報を提供す
るので、ユーザはさほど高度な知識、検索能力は必要でなくなる。

従来のネットワークでは、アクセスのネットワークがボトルネックとなる。Web2.0 にな
るとバックボーンのネットワークの高速性が求められる。

もうひとつの例として、IPS（Intrusion Protection System Service）がある。ユーザは株価
情報や天気予報などの情報をネットワークから取得する。その時には、インターネットは
怖いので、ファイヤウォールを使ったり、ウィルスチェックのソフトを端末にインストー
ルして対応している。オーバーレイのメッセージングネットワークを介して行うと、あら
かじめ信用のおける情報提供者、ユーザしか登録できないので安心である。また、情報提
供者側が、個別のユーザを特定することはできないので、知らず知らずのうちに株価情報
提供者の方にユーザの情報が吸い上げられて行く不安もない。その意味で秘匿性が高いネ
ットワークである。
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図表 2.2.3-15 IPS への応用も可能な情報伝達のイメージ
（
情報発信側）

ユーザー
（情報受信側）
通常のIPネットワーク

天気情報

必要情報を取りに行かなくえてはならない

仕事関連情報

ファイヤーウオールやウイルス検索ソフトを
情報送信の宛先を指定しなくてはならない

インストール

宛先が悪用される可能性もある

株価情報

メッセージングネットワーク

事前登録しておけば必要な情
報だけが送られてくる
他の情報はネットワークがカッ
トする

メッセージを解釈して、
情報の受信側と発信側をマッチング

天気情報

（
情報発信側）

ユーザー
（情報受信側）

仕事関連情報
情報送信の宛先を指定しなくてよい
宛先が悪用されることはない

２．２．３．４

トランスポート技術

次世代ネットワークについては、３つの要素があると考えている。その一つであるサー
ビスデリバリープラットフォームは、グループ内にある多様な会社のコンテンツやアプリ
ケーションを標準的に連携させて統一的に提供するものである。次の要素である ICT プラ
ットフォームは、ミドルウェア的な部分になる。サービスとネットワークを連結する段階
において重要な機能であり、セキュリティや認証、サービス固有の QoS などの管理を行う。
3 つ目の重要な要素は、ブロードバンドプラットフォームである。光ネットワークの増強
が必要である。すでに、一波長あたり 40G の光伝送システムが実現しており、バックボー
ンやアクセス系のメトロリングネットワークの提供が可能となっている。かなり前から
40G 対応のルータが運用されている。

今後、光ネットワークの技術は、DWDM によるリングネットワークから、光クロスコ
ネクト、全光化のネットワークの方向に進んでいくことになる。長距離伝送では、全てタ
イミングを取り直す、パルスの形を作り直すことは、光のドメインではできないため、い
ったん電気に変えているが、今後技術の進歩により全光化が進む。そうなると遅延などは
さらに低下する。今後は、光パケットルータを使った光バースト技術を適用したネットワ
ークの技術なども注目される。
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図表 2.2.3-16 光ネットワーク技術の進化の方向性
Any client signal
IP router
OPR
OPR

Optical
packet
router
(OPR)

10P

ネットワーク総容量 (bit/s)

OPR

Ultra-DWDM
optical packet
network (100200 G/ch)

Any client signal

PXC

PXC

UltraDWDM
(40G160G/ch)
mesh
network

Photonic
cross-connect
(PXC)

100T

PXC
IP based client

PXC

DWDM
(10G/ch) ring
network using
MPLS

1T

Any client
signal

Interwork
GMPLS: Generalized MultiProtocol Label Switching)
control plane

Customer
router

IP based client

OPR

OPR

Interwork
Control plane for OPR

＋光パケット
（光バースト）
技術の適用

PXC

Any client
signal

High-speed
core router

OPR
IP router

PXC

＋動的波長パス
＋全光化

DWDMリングネットワーク
2000

2005

2010

2015

2020

西暦 (年)

２．２．３．５

ソフトバンクグループのネットワーク

ソフトバンクグループは、通信キャリアとしてはブロードバンド、テレコム、モバイル
の３社がある。統合はかなり進みつつあり、その上にオーバーレイネットワークを構築し
ていくと、サービスとネットワークの連携、横同士の連携が可能になる。さらに、NTT が
実施している NGN トライアルに参加し、NTT の NGN とつながることの確認もとれてい
る。
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図表 2.2.3-17 ソフトバンクグループ３社の統合ネットワークのイメージ
放送サービス

医療サービス

コンテンツ

サービスプラットフォーム

ADSL, FTTH

２．２．３．６

固定電話
専用線
データサービス

ASP

家電

SDP
IMS
課金
SIP
管理

携帯電話

今後の新しい技術

Y-00 光通信量子暗号方式が、実際のネットワークにも適用可能になりつつある。量子暗
号の技術にもいろいろとあるが、Y-00 といわれる方式は、多値の強度変調を行い、パルス
の 0/1 を判別する閾値を鍵として利用するものである。多値の変調であるため、途中でデ
ータを盗み取っても閾値がわからないと 0/1 の判断ができないというものである。実際に
は 1024 の多値変調をしており、量子ゆらぎの減少を活用して盗聴者には判別ができないよ
うにする方式である。この方式を利用して 2.5Gbps でのフィールドトライアルも行ってい
る。
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図表 2.2.3-18 Y-00 フィールドトライアルのシステム構成

データセンター

汐留本社

４８ｋｍ

ストレージ装置

ノートＰＣ

２．５Ｇｂｉｔ／ｓ
双方向伝送

FC 1Gbit/s

Ｌ２スイッチ

ＦＣスイッチ

Ｙ－００
伝送装置

商用光ファイバケーブル

SDH
2.5Gbit/s

GbE 1.25Gbit/s

光増幅器

メディアコンバーター
ホストＰＣ

ノートＰＣ

Ｌ２スイッチ

光増幅器
ＦＣスイッチ

FC 1Gbit/s

Ｙ－００
伝送装置

光増幅器

GbE 1.25Gbit/s

メディアコンバーター

もうひとつは、無線 LAN 対応電子ペーパーの開発も手がけている。電子ペーパーその
ものを開発しているわけではないが、電子ペーパーに通信機能を組み込むことによってい
ろいろな使い方が出てくると考えている。現在、無線 LAN 機能を持った電子ペーパーや
移動通信（携帯電話）の機能を持った電子ペーパーの開発を行っている。電子ペーパーは
省エネルギーという特徴を持っている。現在、モノクロとカラーのものがあるが、色数は
少ない。ある画面を保持するだけであれば、電気は必要としないので、紙のようなもので
あるといえる。
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図表 2.2.3-19 電子ペーパーの応用事例

Fixed

Mobile

街角にて

モバイル端末として

○○駅

コンテンツ
今日のランチ
○○○
５００円
掲示板
マンガ
ちょうだい

最新版

オフィスにて

自宅にて
朝刊・週刊誌
授業参観
お知らせ
・・・・
・・・・

会議資料

ソフトバンクグループとしては、最後の部分のブロードバンド化が課題となっている。
ADSL で始まったブロードバンド化の動きは、現在は FTTH が当たり前となってきている。
FTTH も進めるが、VDSL とファイバーとの組み合わせができるような FTTR（Fiber to the
Remote Terminal）も開発している。

２．２．３．７

オープンな次世代ネットワークに向けて

NGN は何をもたらすのか。NGN はサービスとトランスポートが分離されている。分離
されて、それぞれの機能が独自に進化していくことができる。その場合には、アンバンド
ル化、オープンなインターフェースが必要になる。

機能的な部分が分離されて、独自に進化していく方向性を考えると、アンバンドル化や
オープン化の話が出てくる。携帯電話の MVNO も、ある意味でオープン化の動きといえ
る。
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図表 2.2.3-20 理想的な次世代ネットワークの連携

サービス

サービス

サービス
インターネット

次世代ＮＷｓ

サービスＢ

サービスＡ

アンバンドル化・
オープン化

サーバー

サーバー

サーバー

サーバー

プラットフォーム

プラットフォーム

プラットフォーム

プラットフォーム

トランスポート

トランスポート

トランスポート

トランスポート

サービスＣ

エンドユーザー
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２．３

米国の動向

本稿ではまず、米国の AT&T および Verizon Communications のネットワークおよびサー
ビス概要を紹介する。これは両社が次世代ネットワーク構築に積極的に取り組んでいるた
めで、両社の状況を把握することは、米国全体の次世代網整備状況および日米比較の基礎
となる。

２．３．１

AT&T

会社諸元については、図表 2.3.1-1 を参照。

図表 2.3.1-1 AT&T の会社諸元
AT&T Inc.

本社所在地

（T）

175 E. Houston, San Antonio, TX 78205 U.S.A.
電話（210）821-4105 （210）651-2071

ホームページ

http://www.att.com/

従業員数

30 万 3,670 名

年間売上げ

630 億 5,500 万ドル（2006 年末、約 7 兆 621 億円*）

企業時価総額

2,535 億ドル（2006 年末、約 28 兆 4,000 億円*）

創業年月日

1983 年 10 月 5 日 Southwestern Bell Corporation として創業

主要人物

Randall L. Stephenson（CEO、Chairman of the Board）
Richard G. Lindner（CFO、Senior Exective VP）
Forrest E. Miller（Group President-Corporate Strategy and Development）
Paulino do Rego Barros（President of AT&T Global Operations）
Ralph De La Vega（President & CEO, AT&T Mobility）
Wayne Watts（SVP、General Counsel）

固定電話

6,287 万回線
2007 年第 3 四半期現在、前年同期比 －4.9～－6.9％推定
買収により AT&T の正確な前年比は算出不能。最近の AT&T アカウント方法を 2006Q3 時点
の AT&T と BellSouth に適用すると、契約数は 67,529,000 で、その場合の前年比は-6.9%。AT&T
と BellSouth が 2006Q3 に発表した数を単純に足すと、47,087(千)+19,038(千) = 66,125,000 で、そ
の場合の前年比は-4.9%。

ブロードバン

1,376 万回線
（AT&T DSL、U-verse High-Speed Internet、Satellite Broadband と Bellsouth-DSL）

ド

2007 年第 3 四半期現在、前年同期比＋18.6％

ビデオ加入者

211 万加入
2007 年第 3 四半期現在、前年同期比＋51.0％推定
Satellite (DISH/DirecTV) Connections
U-verse Video Connections

198 万 6,000 （07Q2 は 184 万 6,000）
12 万 6,000 （07Q2 は 5 万 1,000）

AT&T は 07Q3 決算で、BellSouth を含めた 2006Q3 の数字を Satellite が 1,396,000、U-verse が
3,000 で、合計 1,399,000 と発表した。同発表値（AT&T と BellSouth 合算）から計算すると、全
体の前年比は+51.0%、satellite は+42.3%、U-verse は+4,100%(42 倍)になる。

* 1 ドル 112 円換算
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出典：AT&T 各種発表資料より

AT&T におけるネットワーク次世代化は、大まかに次のような流れをたどってきた。

まず、既にデジタル化が進んでいる携帯電話網においては、データ通信分野のマルチメ
ディア化を狙い 2005 年から携帯系幹線網のオール IP 化を進める一方、IMS（IP based
Multimedia Sub-system）の導入をすすめ、携帯データ網におけるマルチメディア・サービ
ス環境の整備に力を入れてきた。固定網では 2006 年初頭に放送事業へ参入、光ファイバー
網の整備を軸にアクセス網のオール IP 化を進めている。最終的には、両者を統合するアプ
ローチで、全社的な次世代網整備をおこなうことになる。

２．３．１．１

AT&T

LightSpeedおよびU-verseプロジェクトの概要

2003 年に SBC Communications、Verizon Communications、BellSouth の大手 3 社が光フ
ァイバー網機器の共同調達プロジェクトを発表して以来、AT&T は光ファイバーによる放送
事業への参入、次世代アクセス網の構築を進めてきた。この光ファイバー事業は、2004 年
6 月に発表した「Light Speed（ライトスピード）
」と 2005 年春に発表した「U-verse（ユ
ーバース）」に分かれる。

図表 2.3.1-2 AT&T LightSpeed／U-verse の建設予定変遷

AT&T LightSpeed／U-verse の建設予定変遷
発表日
2004 年 11 月
2005 年 2 月
2005 年 3 月
2005 年 12 月
2006 年 2 月
2006 年 5 月
2007 年 3 月
2007 年 5 月
2007 年 11 月
2007 年 12 月

目標世帯（P0P）
1,800 万世帯
1,900 万世帯
1,800 万世帯
1,800 万世帯
1,800 万世帯
1,900 万世帯
800 万世帯／1,900 万世帯
1,800 万世帯
1,700 万世帯
1,700 万世帯／3,000 万世
帯

達成予定日
2007 年末
2007 年末
2007 年末
2008 年上半期
2008 年末
2008 年末
2007 年末／2008 年末
2008 年末
2008 年末*
2008 年末／2010 年末

*50 億ドルの予算追加

出典：AT&T

LightSpeedは光ファイバー網整備計画の名称で、最終建設規模は 3,600 万POP 1、総延
長距離は 38,800 マイル以上で、同社のDSLネットワークの 2 倍に達する。一方、U-verse

1

POP とは Point of Presence の略。ネットワークに接続できる潜在ユーザー／加入数を現す。
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は LightSpeed 網上で展開するビデオ・データ・サービスの総称。2007 年 11 月現在、最
終建設規模は 1,700 万 POP、完成は 2008 年末となっている。なお、U-verse の建設規模に
ついては、頻繁に変更発表があるため、今後も変わると予想される。

映像サービス、ネット接続、ネット電話などの多目的サービスを狙う同ネットワーク
は 9 割がFTTN（fiber-to-the-node）、のこり 1 割はFTTH（fiber-to-the-home） 2方式とな
っている 3。最近では、ネバダ州北部のキレー・ランチ（Kiley Ranch）で、FTTHベースの
U-verseサービスを展開している。
LightSpeedは、光化をノード部分までに限定するFTTN網を採用している点が特徴となっ
ている 4。これはコストを安く押さえることに主眼を置いているためで、AT&Tは「家庭ま
で光を張るFTTH網の 5 分の 1 程度の予算で済む」と 2005 年時点で説明している。

当時の発表では、1 世帯当たりFTTNの建設コストが 250 ドル 20 セントと積算する一方、
FTTHであれば世帯当たり 1,100 ドル（宅内工事は含まず）かかると見ている。各家庭のイ
ンストレーション費用（宅内工事およびセットアップ）5は、2005 年時点で 1 件当たり 500
から 600 ドル。しかし、2009 年には 300 ドルから 450 ドル程度に収まると、同社は推定し
ている 6。

こうした当初の予想に反して、LightSpeedの建設予算は増加している。2007 年第 3 四
半期決算の財務資料では、5 億ドルの追加予算が計上された。主なコスト増の要因は、南
東部における新しいビデオ・ハブ・オフィスとバックエンド・システムの建設費用で、こ
れにより 2007 から 2008 年の建設コストは 45 億から 50 億ドルに達する 7と同社は予想し
2

日本の FTTH は、米国では FTTP（fiber-to-the-premises）と呼ぶ。premises とは、英語で
引き込み線のこと。本稿では、混乱を避けるため FTTH に統一する。
3
FTTx の比率については、FTTH が 100 万世帯、FTTN が 1,700 万世帯程度というコメン
トもある。
4
米国におけるノードからユーザーまでの平均距離は 1.2Km から 2.4Km。AT&T は、同社の
ノードとユーザ間の平均距離を 3,000 フィート（約 900m）と説明している。
5
2007 年 6 月現在、宅内工事には 1 軒 4 時間から 6 時間ほど掛かっており、全体で１日あ
たり 600 軒が限度と発表している。2007 年末にはこれを１日千件レベルまで向上させてい
る。
6
FTTH を進めている Verizon Communications は、2006 年 9 月の発表で、1 加入者あたり
のネットワーク整備額は＄850、工事・設備費は＄880 で、計 ＄1,730(目標)としている。
追加費用を計算に入れると、AT&T の FTTN は Verizon FTTH の 3 分の 1 程度といえるだろ
う。
7
同社は、U-verse／Light Speed プロジェクトの総投資額を示していない。しかし、過去の
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ている。

なお、投資コストは、今後も増えると分析するアナリストは多い。AT&Tは 2006 年末、
ベル・サウスを買収し営業地域を拡大した。買収後もU-verseの設備投資は、旧SBC
Communications（現AT&Tの母体）に限定 8していた。しかし、南部（BellSouth地域）の各
州政府はU-verse建設地域拡大をもとめており、AT&Tは前述のように 5 億ドル（約 600 億
円）の追加予算を計上し、2008 年に大型ビデオ・ハブ・オフィスを南東部に建設すること
とした。

一方、証券アナリストは AT&T の FTTN+VDSL2 方式は通信容量に限界がある（次項
参照）として FTTH への移行を望む声をあげている。技術的な面だけを考えれば、AT&T
としても FTTH へ移行したいところだろうが、設備投資的にリスクが大きく、まずは FTTN
による U-verse 事業の拡大と収益の向上を狙っている。

（１）

U-verseのネットワーク構成
図表 2.3.1-3 U-verse の階層構造

U-verse のネットワークは、最
上位に位置するスーパー・ハブ・
オ フ ィ ス （ IP Video Super Hub
Office）からハブ・オフィス（IP
Video Hub Offices）、サービング・
オフィス（IP Serving Offices）
、
ノード（Node）を経て各加入者宅
に達する 4 層構造となっている。

スーパー・ハブ・オフィスは全
出典：AT&Tホームページより

発表を見ると 2005 年から 2006 年にかけて約 50 億ドルの投資をおこなったようだ。また、
5 億ドルの追加予算を含め 45～50 億ドル（約 5,000～5,700 億円、2007 年から 2008 年度）
と述べている。大雑把にいって、年間 25 億ドル（2,500 億円から 2,900 億円程度）程度の
投資規模が続いていると見るのが妥当。
8
衛星放送との抱き合わせ販売“Homezone”は旧 SBC Communications 地域でも、旧 Bell
Soputh 地域でも販売した。
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米 2 カ所に建設し、全米放送用の番組を蓄積配信する一方、配信時間などの番組編成もお
こなう。なお日本は時差がないが、米国本土では時間帯が複数あるため同じ番組でも地域
によって配信時間をかえる。一方、約 40 カ所に建設予定のハブ・オフィスは地域コンテン
ツを蓄積する。地方テレビ放送局のニュースや天気予報などのコンテンツおよび地域別広
告の管理などを行う 9。

サービング・オフィスは、140 カ所に建設予定で、ハブ・オフィスで編集された番組を
受け各ノードに提供する一方、キャッシュ・サーバーやビデオ・サーバーを使ってビデオ・
オン・ディマンドなどのサービスも管理する。

U-verse は、既に述べたように FTTN 方式をとっている。つまり、スーパー・ハブから
ノードまでは光ファイバー網を使い、ノードから加入者宅までは既存電話線を利用してい
る。

光ファイバーで送られてきた信号はノードで電気信号（VDSL）に変換され、既存電話
線を使って加入者宅に伝送される。AT&T の発表によれば、ノードから加入者宅までの距離
は平均で 3,000 フィート（914.4m）、最大で 5,000 フィート（1.524km）となっている。

図表 2.3.1-4 AT&T ライトスピードのアーキテクチャ
AT&T ライトスピードのアーキテクチャー

Managed IP for QoS
VLAN for QoS

スーパーハブ
オフィース

ビデオハブ
オフィース

インターミディエート
オフィース
RG

マネージドIP網
7330
FTTN
MPLS網

AT&T
AT&T
VoIP
VoIP

RG
LANX

7340
GPON

全米向けビデオ
収集・管理

RG

サービング
オフィース

インターネット
インターネット

地域向けビデオ
収集・管理

Layer 3 IP DiffServ Classification

9

Layer 2 Ethernet 802.1p Classification

出典：AT&T

米連邦通信委員会は、U-verse に対しても CATV や衛星放送と同様の（デジタル版）マス
トキャリー義務を課している。そのため U-verse では、地方局の主要 1 チャンネルだけは
配信する義務を負う。
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（２）

U-verseのミドルウェア

2004 年 10 月 20 日、AT&T（当時 SBC Communications）は、ライトスピード事業の主契約
社に Alcatel-Lucent（契約時は Alcatel）社を指名した。同契約は総額 17 億ドル、5 年契
約で、ネットワーク機器およびビデオ・システムのインテグレーションを行う内容となっ
ている。

また 2004 年 11 月 17 日、AT&TはIPTVサービス用ミドルウェアとして、MicrosoftのMSTV
（正式名称：Microsoft TV Internet Protocol Television Edition）採用を発表している。
契約額は未発表 10。なお、標準的なMSTVは、1 家庭あたり 1 台のSTBを想定する「ワンホー
ム・ワンボックス」の仕様になっている。しかし、AT&TはU-verseにMSTVを採用するに当た
って複数のSTBを置くマルチ・ルーム方式など、従来にない高い仕様要求を加えている。こ
うした課題をまとめると次のようになる。

1. スケーラビリティーの確保（端末設置数、地域規模が並はずれて大きい）
2. マルチルーム対応（複数の部屋でハイディフィニッション鑑賞）
3. ハイディフィニッション番組の充実（将来、数百チャンネル）
4. クイック・チャンネル切り替え（CATV よりも快適な操作性）
5. 携帯電話との連携（出先からの予約録画操作など）
6. Caller ID（発信者確認表示などの融合サービス）
7. 電話帳など AT&T データベースとの統合
8. インターネット・コンテンツとのシームレス化（STB で YouTube などを鑑賞）

なお、現在は ATIS（The Alliance for Telecommunications Industry Solutions）や
Open IPTV Forum によって米国でも IPTV 関連の規格整備が進み始めているが、AT&T が計画
を立てた段階では、こうしたスタンダードはなく、U-verse は独自でこうした課題を解決
する必要に迫られている。

10

マイクロソフトは、同ミドルウェアの名称を 2007 年 6 月に Microsoft Media Room と
変更した。これは欧州で通信キャリアと共同販売キャンペーンをやる際に、旧名称が営業
的にアピールしないとして、ブランド確立から名称変更をおこなった。
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（３）

U-verseのアクセス網

2006 年からネットワークの構築を始めたため、U-verse のアクセス網は VDSL（ITU-T
G.993.1）技術を採用している。VDSL では、1,000 フィート（300m）の場合、シメトリック・
アクセス（Symmetric Access）で 26Mbps、アシメトリック・アクセス（Asymmetric Access）
では 52Mbps（ダウン・ストリーム）
、12Mbps（アップ・ストリーム）程度となる。

U-verse は、最低でも HD 番組 1 チャンネル、スタンダード番組 2 チャンネルで配信する
能力が要求される。また、1.5Mbps から 6Mbps 程度のインターネット接続も同時に確保し
なければならない。平均 3,000 フィートの距離（ノード・加入者宅間）がある U-verse で
は、VDSL で十分な帯域（25Mbps～30Mbps）を確保することがむずかしかった。そのため AT&T
は 2007 年から VDSL2（ITU-T G.993.2）へとアクセス系のアップグレードをおこなってい
る。
図表 2.3.1-5 AT&T の IMS アーキテクチャ

AT&TのIMSアーキテクチャー
水平統合（IMS）
サービス

サービス

コネクティビティー層

IP
網
IP
IP
TV
TV

携帯
携帯
放送
放送
AT&T Mobility

IP
網

IP
網

固定
固定
IPIP
電話
電話

ＸDSL
ＸDSL
FTTH
FTTH

AT&T

ＩＰ・
ＭＰＬＳ幹線網

コントロール層

ＷＳインターフェー ス

ＩＰ・
ＭＰＬＳ幹線網

固定
固定
電話
電話

サービス

携帯
携帯
データ
データ

アナ
ログ

サービス

モバイル 携帯
モバイル 電話
携帯
データ
データ
電話

IP網
HSDPA

サービス

Media
FLO

GSM

コネク
ティビ
ティー

インターフェース

Femto
Cell

コント
ロール
層

サービス

IMS

ＳＩＰ・非ＳＩＰインターフェース

ＩＰ・
ＭＰＬＳ幹線網

コネクティビティー層

サービス

サービス

サービス

サービス

サービス

サービス

サービス

サービス

コントロール層

サー
ビス
コント
ロール
層
コネク
ティビ
ティー
層

IMS

IMS
IP
網
法人
法人
データ
データ

AT&T Bus.

AT&T Mobilityがいち早くIMS 導入を進 めて いる。 つづいて AT&T本 体は、IMSを導入、放送網でも
IPTVを採 用し たことで、非IPは固定電 話網 のみになる。AT&T Businessは当然IP。
出典：
筆者作成
出典：Contents
DotCom作成

All Copyright reserved by Ryoji Koike

VDSL2 は理論上、1,640 フィート（500ｍ）で 100Mbps、3,280 フィート（１Km）で 50Mbps
のスピードがでる。AT&T やマイクロソフトの話では、U-verse が狙っている 25Mbps～30Mbps
を達成できているといわれている。

101

なお、既存の銅線電話網がない地域では、U-verse も加入者宅まで光ファイバーを伸ばす
FTTH 方式を採用している。同方式では BPON を採用しているが、GPON へのアップグレ
ードが検討されている。

AT&T は、FTTH 末端で Alcatel-Lucent の LANX7340 システムを導入している。7340 シ
ステムの推奨設計（Alcatel 7340 P-OLT）を見ると、最大 18Gbps イーサネット接続から
36BPON を分岐、各 BPON で最大 32 加入者宅（最高で各ユーザ 100Mbps、そのうち 20Mbps
は MPEG-4 を使った IPTV 用ビデオサービス）をサポートする形式になっている。U-verse
の光アクセスラインは、この仕様に近いものと推定される。

（４）

U-verseにおけるビデオ配信システム構成

LightSpeed の設計は Alcatel-Lucent が行っているが、U-verse 事業におけるビデオ配信
機器の設計は Scientific Atlanta（ミドルウェア部分は Microsoft）が統括している。AT&T
はビデオ配信システムの構成を発表していない。そのため正確な状況はわからないが、
Scientific Atlanta の通信事業者向け IPTV 推奨設計コンセプトはウェブでも公開されて
いる。AT&T の U-verse も、おおむねこの推奨例にしたがっていると予想される。以下、同
推奨設計をもとにビデオ配信システムの構成を検討する。

まず、スーパー・ハブは１）衛星アンテナおよび受信機器、２）SDI スイッチ群、３）
ビデオ・コーデック・エンコーダ、４）IPTV ミドルウェア、５）IP ベース光伝送装置群か
ら構成される。

米国では 4 大ネットワーク/番組制作会社が、中継用の衛星を使って自社番組を CATV や
地方放送局に提供している。U-verse においても、この衛星回線を使って番組の供給を受
けることになる。スーパー・ハブでは、この衛星ビデオ信号を受信するため、衛星アンテ
ナおよび受信機器が必要となる。この受信した信号は SDI（Serial Digital Interface、
ITU-R BT.656/SMPTE 259M）スイッチ群によりビデオ処理・編集がおこなわれる。こうして
基本的な IP ビデオ・ストリーミングができあがると、ミドルウェアにより管理情報などが
付加され、光伝送装置によって各地のビデオ・ハブ・オフィスに配信される。

U-verse において、各番組制作会社から提供されるビデオ信号は、衛星あるいはマイク
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ロウェーブなどで提供される。それらのビデオ信号はミドルウェアで処理され、すべて IP
網で配信される。ミドルウェアで処理後のビデオ信号を衛星回線で再送信することはない。

また、サービング・オフィスには、ビデオ OLT（Optical Line Termination あるいは Optical
line Terminal）があり、ノードでは DSLAM で光信号を VDSL2 へと変換している。

（５）

U-verseのホーム・ネットワーク

U-verseの宅内ネットワークは、2 ボックス構成となっている。ホームゲートウェーは
2wireのホームポータル 3000 シリーズ
Scientific

11

を使っている。また、IP-STBはMotorolaと

Atlantaが提供する。ホームポータル 3000 シリーズはVDSLモデムを内蔵して

おり、次のような機能を特徴とする。

1. IPTV 対応
2. ビデオ配信用に同軸ケーブル対応ホームネットワーク
3. VDSL ブロードバンド・モデム
4. QoS（Quality of Service）
5. 電話２回線（VoIP）
6. Wi-Fi ネットワーク
7. リモート保守（TR-069 Management Interface with Gateway Remote Control）
8. ファイヤーウォール
9. キャリアクラス・ネットワーク・プラットフォーム（TR-068） 12
10. 802.1x 認証機能

一方、セット・トップ・ボックス（STB）は Motorola と Scientific Atlanta が提供す
る。両社とも様々なタイプの IP-STB を準備しているが、ここでは展示会などのデモンスト
レーションで AT&T がよく利用している Motorola 製 STB の VIP1200 シリーズを例に解説す
る。
1200 シリーズは基本的に次のような特徴を持っている。
11

2006 年 2 月の同調達は、総額 4,300 万ドルで 1 年間の短期契約。
TR-069(Technical Report 069）は DSL Forum が定めた CWMP(CPE WAN Management
Protocol）のこと。ネットワーク・センター側から端末機器の監視及び管理ができ、QoS
に欠かせない。

12
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1. ビデオ・オン・ディマンド機能
2. 電子番組案内（2 週間カバー）
3. ペアレンタル・コントロール 13
4. HD 番組対応（720p、1080i）

図表 2.3.1-6 Motorola VIP1200 の基本仕様

Motorola VIP1200 の基本仕様
項

目

ミドルウェア

スペック

項

MSTV 含オープン・プラ

目

セキュリティー

ットフォーム
HD ビデオ・インターフ
ェース
ビデオ・コーデック

HDMI（HDCP サポート）
、

MS_DRM を含むオープ
ンプラットフォーム

コンポーネントビデオ
MPEG-2

スペック

スタンダード・ビデ
オ・インターフェース

MPEG-4

（H.264）
、VC-1

オーディオ・インター
フェース

S-video、コンポジッ
ト、channel 3/4 RF 入力
AAC、MPEG-1（MP3）、
Dolby

AC3 （ Optical

S/PDIF、L/R RCA ステレ
オ）
リモコン

IR スタンダード

USB

Ver 2.0

イーサネット

10/100Base-T／RJ-45

ネットワーク

HPNA

ストリーミング・プロ

RTSP、RTP

ソフトウェア・アップ

トコル
コピー・プロテクショ
ン

グレード
Macrovision

番組案内

Rev.7.01、HDCP

遠隔ダウンロード・ア
ップグレード
Advanced EPG
（Electronic Programming
Guide）

筐体サイズ

24.4cm x 21.6cm x

筐体の重量

1.13Kg
128MB

5.6cm
CPU パワー

400+DMIPS

メモリー（DRAM）

standard

メモリー（Flash）

32MB

ビデオ解像度（NTSC）

480i、480p

ビデオ解像度（HD）

720p、1080i

電源

95～130VAC

unified

出典：Motorola

また、同シリーズは DVR 機能付きの VIP 1208（HDD 80G）および VIP 1216 (HDD 160G)
もある。

13

暴力や猥褻などから子供を守るため、特定のチャンネルをパスワードを使って視聴で
きなくする機能。
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（６）

U-verseのサービス内容

U-verse は、基本的な映像・音楽サービス（SD、HD、VoD、デジタル音楽など）に加えて、
様々な付加機能を提供する予定になっている。主な物としては、以下のものがある。

1. EPG におけるピクチャー・イン・ピクチャー（モザイク画面）
：番組ガイドでチャ
ンネルを探すと、カーソルにあわせてライブ画面が映し出される。
2. クイック・チャンネル・チェンジ（チャンネル・ザッピング）
：リモコンで素早く
チャンネルを変えられる。これはCATVがチャンネル変更に時間が掛かっているた
め、差別化として強調している。しかし、現実には不可解な点 14がある。
3. Caller ID：インターネット電話の受信時に発信者情報をテレビ画面に映し出す。
4. ウェブ・携帯からの DVR 操作：インターネットおよび AT&T 携帯から IP-STB（DVR
付き）を呼び出し、録画予約などの操作ができる。
5. 4Ch 同時録画：IPTV の場合、チューナーが必要ないため DVR は最大 4Ch の録画を
平行して行える。
6. フォトギャラリー：ホームゲートウェーを経由してパソコンに蓄積した写真を呼
び出し、テレビ画面上に写すことができる。（フォトアルバム）
7. VoIP：ホームゲートウェーを使ったインターネット電話
8. U-Bar：リモコンを使って画面下に出てくる情報表示バー。番組とは独立して天気
予報やニュース速報を出す。
9. 電話帳：テレビから電話帳の検索ができる。
10. HD ストリーミング２Ch 化：現在、HD 番組は 1 チャンネルしか対応していないが、
将来は 2 チャンネルに拡張する。これで居間とダイニングなど複数の部屋で別の
HD 番組を見ることができる。
11. ホールホーム DVR：複数の部屋にある STB をネットワーク化し、DVR に録画した番

14

チャンネル・ザッピングの問題は不可解な点が多い。ミドルウェアを提供しているマ
イクロソフトの説明によると、U-verse TV ではメインチャンネル（視聴しているチャンネ
ル）がマルチ・キャストで流れてくる。一方、チャンネル・ザッピングに備えて、その前
後のチャンネルはユニキャストで先読み（バックグラウンド処理）する仕組みになってい
る。そのため番組変更がスムーズになると説明する。確かに、一般的な IPTV の番組変更
時間は１秒から 1.5 秒程度かかるため、ユーザはストレスを感じる。しかし、実際に展示
会でのデモで試してみると、先読みは前後１チャンネルにとどまるため、リモコンのボタ
ンを急激に押し続けて、次々とチャンネルを変えようとすると先読みが追いつかずチャン
ネル変更速度が落ちてゆき、結局、普通の IPTV と同じようなスピードになってしまった。
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組をどの STB からでも呼び出し、鑑賞できる。

ただ、これらのサービスは開発が遅れており、電話帳は 2007 年末のサービス開始したが、
フォトギャラリー、インターネット電話、HD の２チャンネル化は 2008 年前半と予想され、
ホールホーム DVR やコーラ ID は 2008 年後半になる。

図表 2.3.1-7 U-verse の加入者推移

U-verse の加入者推移
期末

純増
テレビ

加入者合計
テレビ

加入者合計
データのみ

設置可能
工事数

参入地域

参入市場

2006 年 Q3

―――

3,000

3,000

---

1州

1 都市

2006 年 Q4

０

3,000

4,000

---

4州

11 都市

2007 年 Q1

10,000

13,000

13,000

2000 軒／週*

6州

15 都市

2007 年 Q2

38,000

51,000

50,000

5500 軒／週

8州

23 都市

2007 年 Q3

75,000

126,000

１万軒／週

9州

33 都市

*

（７）

---

正確には 2007 年 4 月の数字だが、便宜上、ここに記入する。 出典：AT&T

U-verseのプランと価格
図表 2.3.1-8 FiOS TV の IMG(Interactive Media Guide)

U-verseは基本的にテレビだけの
単体サービスはなく、インターネッ
トとテレビ放送の抱き合わせ販売が
基本プランとなっている

15

。各プラ

ンは視聴できるテレビチャンネル数
とインターネットの速度で月額 59
ドルから 129 ドルまでに分かれてい
る。また、HDサービスは月額 10 ドル
の追加費用が必要。そのほか約 30

出典：Verizon Communications社

15

AT&T は、2008 年 1 月からミシガン州デトロイトで U-verse 向けの VoIP 電話サービスを
開始した。料金は北米掛け放題 45 ドル／月など。U-verse TV あるいは Internet との抱き合
わせでは 10 ドル割引、トリプル・プレーでは 15 ドルの割引となる
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チャンネルをパソコン（要ブロードバンド）で閲覧できる『AT&T U-Verse OnTheGo』とい
うサービスも月額 10 ドルで利用できる。
AT&T の U-verse では、主要番組制作会社およびテレビ局から直接番組を購入している。
番組数はデジタル音楽や PPV（ペイ・パー・ビュー、有料番組）などを含めて 500 チャ
ンネル近い。しかし、大手 CATV や衛星放送の番組数に比べるとまだまだ見劣りする。たと
えば、スペイン語チャンネルなど外国語チャンネルやスポーツ・パッケージなどが少ない。
ただ、AT&T 関係者によれば、番組調達について契約交渉が難航するということはあまりな
いと述べている。現在のチャンネル総数は、加入者数が少ないため番組調達費用を低く抑
えるために設定されていると見るのが妥当だろう。今後、加入者数が増えてゆけば、番組
数は CATV 大手並に増えてゆくだろう。

図表 2.3.1-9 U-verse のプランと価格一覧

U-verse のプランと価格一覧
プラン名

1.5Mbps／1Mbps

3Mbps／1Mbps

6Mbps／1Mbps

チャンネル数

U-family*

月額 59 ドル

月額 64 ドル

月額 74 ドル

50CH

U100

月額 59 ドル

月額 64 ドル

月額 74 ドル

100CH 以上

U200

月額 74 ドル

月額 79 ドル

月額 89 ドル

200CH 以上**

U300

月額 94 ドル

月額 99 ドル

月額 109 ドル

240CH 以上**

U400

月額 114 ドル

月額 119 ドル

月額 129 ドル

320CH 以上**

*）U-family は複数の STB(最大 3 台まで)を提供する、衛星放送への対抗プラン。U100 は U-family と同じ
料金だが、STB は 1 台のみでチャンネル数が多い。 **）追加としてデジタル音楽、プレミアム・ムービー、
スポーツ専門チャンネルが入っている。速度は、ダウン・ストリーム／アップ・ストリームを表す。
出典：AT&T、2007 年 10 月現在

２．３．１．２

NGNから見たU-verse

現在でこそ、米国では IPTV の標準化が動き出しているが、AT&T が IPTV／U-verse を設
計する 2005 年段階ではそうした物はなく、すべて各ベンダーが提案した独自仕様システム
を選択せざるを得なかった。また、TISPAN（Telecoms & Internet Converged Services ＆
Protocols for Advanced Networks）の Release 1 も発表されていなかった。その意味から、
U-verse の設計段階では、TISPAN／NGN 規格に対する対応が真剣に論じられたとは考えにく
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い。

一方、同社は IMS 規格を重視している。これは当時、１）携帯電話関連から発展した IMS
規格が固定網と移動体網の統合サービスを実現すると予想され、しかもバージョン・アッ
プが着実に進んでいたこと、２）AT&T Mobility（当時は Cingular Wireless）に IMS シス
テムの導入が始まっていたこと、などが背景にある。

一方、U-verse のサービス内容の部分で述べたように、2007 年末において携帯電話によ
る録画予約や発信者 ID のテレビ画面表示など、本格的な通信と放送の融合サービス（NGN
的サービス）はまだ登場していない。とはいえ、U-verse のトランスポート層はインター
ネットで標準化されている IP ストリーミング規格を採用しており、基本的にオール IP を
基本設計としている。また、AT&T はこうした融合サービスを IMS ベースで開発している。
つまり、U-verse は厳密に TISPAN／NGN 規格に準拠していないが、技術的な流れとしては、
違う方向には進んでいない。

将来、TISPAN/NGN 規格の整備が進めば、AT&T も徐々にそちらへと移ることになるだろう。
しかし、そのマイグレーション・パスはどのように進むか分からない。TISPAN/NGN 規格に
“直接的に”準拠しようとするのか、あるいは活発化している IPTV の標準化／相互運用性
確保の流れに沿うことで、“間接的に”準拠していくのかは現時点では判断できない。

いずれにせよ、米国では独自方式で相互運用性がない IPTV システムが広がっており、
AT&T や Verizon Communications は危機感を強めている。そのため、米国における IPTV の
技術標準および相互運用性に関する規格活動は、最近活発化している。

たとえば、2007 年 3 月にIPTVサービスのオープン・スタンダード化を目指すOpen IPTV
Forumが設立された。Ericsson、France Telecom、Panasonic、Royal Philips Electronics、
Samsung Electronics、Nokia Siemens Networks、Sony、Telecom Italiaなどが参加メンバ
ー 16として顔を並べている。同フォーラムは、標準規格によって機器やシステムの量産効
果と価格低下を狙っている。

16

同フォーラムには AT&T の IPTV を受注している Microsoft は参加していない。
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一方、2007 年 6 月には米国の規格団体ATIS（The Alliance for Telecommunications
Industry Solutions）に属するIIF（IPTV Interoperability Forum）が、『IPTV High Level
Architecture Standard』(ドキュメント番号ATIS-0800007)を発表している。同推奨アーキ
テクチャは、複数のベンダー間で相互運用性をソフト・ハード面で確保することを狙って
いる 17。

なお、AT&Tは、欧州系のOpen IPTV Forumには参加 18していないが、ATISには参画してい
る。いずれにせよ、こうしたIPTVスタンダードの動きは、TISPAN/NGN規格の動きと連携を
深める方向にある。

２．３．１．３

AT&T Mobilityの次世代化指針

次に AT&T の携帯事業 AT&T Mobility について見てみよう。

Cingular Wireless 19は、2004 年あたりから携帯ネットワークの次世代化について検討をす
すめ、3GPP（The 3rd Generation Partnership Project）が規格化を積極的に進めていたIMSの
導入を決定している。具体的には、2005 年にLucent Technologies（現在のAlcatel-Lucent）
のIMS導入を決定し、その翌年にはSBC CommunicationsへのIMS導入も決定している 20。こ
の経緯からいって、SBC時代からIMSに注目し、CingularやU-verseへの採用を決めていたと
思われる。

一方、トランスポート層については、2005 年当時から Nortel Networks のプラットフォー
ムを使って携帯幹線網のオール IP 化を進めてきた。
でにU-verseの項目で述べたように、TISPANがNGN Release 1 を公開 21するより以前か

17

そのほか、IIF は台風などの災害発生時に、IPTV を使って機器情報を提供する「Emergency
Alert System」開発など、個別案件についても標準化を進めようとしている。
18
AT&T は発足時に同フォーラムに参加していたが、最近、メンバーを辞めている。理由
は不明。
19
Cingular Wireless は SBC Communications と BellSouth の合弁会社だった。その後、SBC
Communications は AT&T グループを買収し、自ら名前を AT&T と変えた。その後、新 AT&T
は BellSouth を買収したため、Cingular も AT&T Mobility と社名を変えた。前後の経過が複
雑なので混乱が起こりやすい。
20
IMS 導入完了は 2008 年の予定
21
発表は ETSI が 2005 年 11 月／12 月に行ったが、仕様の公開完了は 2006 年初め。
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らAT&T技術陣はIMSによる次世代化に着手していた。2007 年末現在、携帯幹線網はNortel
製最新ソフトスイッチ「MSC Server」 22を導入を進めており、オールIP化の最終段階にき
ている。
なお、携帯幹線網のオール IP が長期にわたっているのは、Cingular Wireless が 2004 年 2
月に ATTW（AT&T Wireless）を買収したことにより、様々なネットワーク技術が混在し、
そのネットワーク統合と平行しておこなわれたため。AT&T Mobility は、2008 年に GSM／
UMTS への統合が完了し、幹線網は VoATM（Voice over ATM）から VoIP（Voice over IP）
に完全移行する。これによりオール IP 化が完了する。

IMS 導入により、AT&T Mobility は次のような通話機能を実現しようとしている。

1.

通話（セッション）におけるサービスの統合や分割：
ビデオ電話のようにビデオと音声をセットにするだけでなく、ビデオとチャット
あるいはビデオだけ、チャットだけなどを必要に応じて自由に組み合わせる。

2.

複数セッションの同時利用：
通話しながら、ブラウザーの閲覧やバディーリストのチェックなど、複数のセッ
ションを利用する。

3.

P2P と P2M の切り替え：
事前のセットアップなしに、一対一の通話から複数同時通話への移行を行う。

4.

複数端末への呼び出し：
携帯や PDA など複数の端末に対し、それぞれに応じた方法で同時に呼び出しを行
う。

AT&T Mobilityは 2007 年の春、最初のIMSアプリケーションとして“ビデオ・シェア（Video
Share）”を発表した

23

。これは、相手と音声通話をしながら、携帯ビデオで撮影したライ

22

Nortel 製 MSC Server は、3GPP の R4（release 4 standard）に準拠している。
なお、AT&T は IMS 導入を進めるにあたって、その目的はネットワークの統合によるコ
スト・ダウンにあると CTO レベルでは説明している。つまり、新サービスの開拓（新収入
源の創造）は IMS 導入の主たる目的ではないとの立場を強調している。
23
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ブ・ビデオを送信できるサービス 24で、2007 年末には全米 160 市場まで広げる。

また、AT&T Mobilityは、FMC／フェムトセル 25の整備でも管理系でIMS利用を前提に準
備を進めている。ここでもGAN 26規格ではなくIMSをベースとするフェムトセル導入を狙
っており、オールIP化の姿勢を崩していない。
（FMC／フェムトセル戦略については、後の
章で詳しく述べる）

なお、2008 年春からサービス開始予定の携帯テレビ放送では、Qualcomm の子会社 Media
FLO のサービスを利用する。配信ネットワークは違うが、同サービスも IMS による統合が
おこなわれる。

２．３．１．４

固定電話網、データ・サービスの次世代化

アクセス網のオールIP化を進めるうえで、既存のアナログ固定電話網は大きな重荷とな
っている。AT&TはDSLユーザーにVoIP電話サービス 27を提供しているが、British Telecom
のVoIP電話、NTTの光電話のように、デジタル網への代替を促す姿勢は見せていない。こ
れは、固定電話の収益貢献度は日本のNTTなどに比べるとまだまだ大きいためで、固定電
話のVoIP化には消極的な姿勢 28を現在も続けている。

次に、AT&T Business について見てみよう。SBC Communications が 2005 年に旧 AT&T
24

月額 4.99 ドル（25 分まで）あるいは 9.99 ドル（60 分まで）の追加費用が必要。なお、
規定時間を超えると、1 分あたり 25～30 セント（送信側だけ）が課金される。月額なしの
Pay-Per-Use Plan は 1 分あたり 35 セント。
25
FMC は Fixed Mobile Convergence の略。携帯網と固定網の統合サービス。大きくはデュ
アル端末を使う方式（GAN 規格）とフェムトセル（Femtocell、宅内小型基地局）方式に分
かれる。
26
GAN（Generic Access Network）は、GSM／GPRS／UMTS と Bluetooth／802.11x をシー
ムレスにローミングするための規格。以前は UMA（Unlicensed Mobile Access）と呼ばれて
いた。
27
VoIP サービスの商標は CallVantage で、月額 19.99 ドル（市内掛け放題、長距離 1 分 4
セント）、24.99 ドル（市内市外掛け放題）、49.99 ドル（1 回線目は、市内市外掛け放題、2
回線目は市内掛け放題、長距離 500 分）となっている。
28
AT&T の Randall Stephenson 氏（CEO)は 2007 年 11 月末に Churchill Club 主催のセミナ
ーに出席して「AT&T はアクセス網までオール IP 化を進めるが『Verizon のようなファッ
トパイプ（光ファイバー）は不要』だ」と発言している。これは、アナログ電話網のデジ
タル化も必要だが、現在の資金状況では光ファイバーのような大型投資は許されないとい
う心中を示している。
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を 買 収 し た 時 点 で 、 デ ー タ ・ サ ー ビ ス を 軸 と す る 法 人 営 業 部 門 は 疲 弊 し 、 MPLS
（Multiprotocol Label Switching）などネットワークの更新も進んでいなかった。買収後、新
AT&T はネットワークの近代化および法人事業の統合による立て直しを進めてきた。最近
になって、ようやく MPLS、IPv6 などの整備はほぼ終了しているが、まだまだネットワー
ク容量の拡大や PBT（Provider Backbone Transport）、海外ネットワークの整備などを積極的
にすすめている。

図表 2.3.1-10 AT&T Business 諸元
AT&T Business 諸元
リモートアクセス

149 カ国、8,800 カ所

ホットスポット

52 カ国、24,700 カ所

イーサネット

世界 1640 カ所

MPLS 網

127 カ国、1,150 ノード、

データ・センター

世界 30 カ所

IP トラフィック

4,991Tbyte／日
出典：AT&T Business

AT&T Business は国内サービスでデータと携帯の統合サービスに力をいれている。これ
は BellSouth 買収（2006 年 12 月）で、Cingular Wireless（現 AT&T Mobility）の経営権を 100％
手に入れた強みを生かす戦術といえる。

AT&Tは、U-verseをベースとした法人系サービスのキャンペーンなどは展開していない
29

。しかし、U-verseにおける次世代サービス像を、１）ロケーション・ベースド・サービ

ス、２）プレゼンス・ベースド・サービス、３）ソーシャル・ネットワーキング・サービ
スという 3 分野に絞って考えているところから推測すると、最初の企業向け次世代サービ
スは、プレゼンス・ベースド・サービスになるだろう。

企業コミュニケーション分野では、GPS 携帯を使ったプレゼンス機能をユニファイド・
コミュニケーション／企業ポータル・サイトに導入する方向に進んでいる。現在のところ
は「従業員がどこにいるか」
「どのようなコミュニケーション手段が利用可能か」を提供す
るにとどまっている。しかし次世代網では、こうした情報を自動的にネットワーク側で処
理し、ユーザーがわざわざ操作しなくても、適切な通信手段と最適配信経路を選択できる
29

また、海外幹線網強化に 7 億 5,000 万ドル（2007 年）を投資、特に欧州幹線網の強化
を進めるほか、インドで携帯電話ビジネスを模索するなど、活発な動きを示している。
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サービスを提供することになるだろう。

これまで見てきたとおり、AT&TはNGN／TISPAN系の標準化に対して距離を置いている
が、標準化活動を無視しているわけではない。同社は、TMF（TeleManagement Forum）を
軸として米国の通信業界における次世代サービスの規格化を模索している。同団体は、ア
クティべーション（Activation）、プロビジョニング（Provisioning）、オーセンティケーショ
ン（Authentication）、オーソライゼーション（Authorization）、チャージング（Charging）、
ビリング（Billing）、カスタマー・ケアー（Customer care）、マルチパーティ・セットルメ
ント（Multiparty Settlement）といったOSS/BSS（Operational Support System／Business Support
Systems、通信サービス処理業務）の標準化・合理化を進めてきた 30。

AT&T は TMF とともに次世代サービスに向けた 3 つのインターフェースを開発している。
1.

the point of ingestion of content by the service provider
（サービス・プロバイダー向けコンテンツ API）

2.

the publication of content in a storefront
（電子決済などのコンテンツ API）

3.

the delivery of content to the end user
（エンドユーザ向けコンテンツ配信 API）

これらはU-verseを想定した次世代サービス上で、様々なコンテンツ・プロバイダーがサ
ービスを展開するための重要なAPIとなる 31。NGN／TISPANにおける各種サービス
インターフェースと通じる活動といえよう 32。

30

TMF では、NGOSS（New Generation OSS）プロジェクトが有名。各通信事業者の OSS-API
を共通化し、BPM（Business Process Management）や Web Services などに対応する通信管理
システムの構築をめざす。
31
TMF の同活動では、AT&T“U-verse”ネットワークの主受注者である Alcatel-Lucent や
Microsoft のほか、Cognizant Technology Solutions、Leapstone Systems(現在 Motorola の部門)
の各社が参加している。
32
Verizon Communications の FiOS では、サード・パーティー用の開発環境／ネットワーク
を独自に開発している。この点は、AT&T と Verizon の大きな違いと言える。
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図表 2.3.1-11 TeleManagement Forum の NGOSS に関する主要活動

TeleManagement Forum の NGOSS に関する主要活動
NGOSS
Software
Development Using
NGOSS
Defining Business
Requirements
NGOSS Developers
Toolkit
Pre-built NGOSS
Compliant Interfaces
Setting Technical
and Business Strategy
Catalyst Program

次世代の OSS 標準プロジェクトのフレームワークを整備す
る。様々な次世代サービスに対応して、定義からドキュメンテー
ション、開発ツール、アプローチなどを総合的に検討・提供して
いく
NGOSS を実現するために必要な各種ソフトウェア開発（a set
of off-the-shelf tool to help product managers, analysts and
developers define products and solutions and then design
them）
NGOSS におけるビジネスの定義、ツールの提供（Common
Language と Business Solution Guidelines に分かれる）
NGOSS フレームワークをベースにソフト開発に必要なコン
ポーネント、インターフェース、ソリューションなどを提供して
いく。
NGOSS ベースの開発に必要な基本インターフェースの提供
（MTNM、MTOSI、OSS/J、CO~OP、IPNM、NGOSS Service
Assurance など）
次世代サービスを目指した各種作業部会。NGN-Management
（ NGN 向 け マ ネ ー ジ メ ン ト 規 格 化 ）、 Service Provider
Leadership Council、Industry Liaisons の 3 グループがある。
TMF の研究開発活動。特に NGOSS に関わる各種プロジェク
トのソリューション提供を目指している。
出典：TeleManagement Forum

このように AT&T は米国通信業界のリーダーとして、U-verse という次世代サービスと
ネットワーク構築を目指しており、TMF など米国のテレコミュニケーション系規格団体を
通じて、独自の次世代スタンダード構築を狙っているように見える。
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２．３．２

Verizon Communications

会社諸元については、図表 2.3.2-1 を参照。

図表 2.3.2-1 Verizon Communications Inc. (VZ)

Verizon Communications Inc. （VZ）
本社所在地

140 West Street, New York, NY 10007 U.S.A.
電話（212）395-1000 （212）395-2355

ホームページ

http://www.verizon.com/

従業員数

23 万 7,858 名

年間売上げ

881 億 4,400 万ドル（2006 年末、約 9 兆 872 億円*）

企業時価総額

1,303 億ドル（2006 年末、約 14 兆 5,992 億円*）

創業年月日

1983 年 Bell Atlantic Corporation として創業

主要人物

Ivan G. Seidenberg（CEO、Chairman of the Board）
Dennis F. Strigl（COO、President）
Doreen A. Toben（CFO、EVP）
John F. Killian（President - Verizon Business）
Lowell C. McAdam（EVP, President & CFO, Verizon Wireless Joint Venture）
Virginia O. Ruesterholz（President - Verizon Telecom）

固定電話

4,232 万回線
2007 年第 3 四半期現在、前年同期比 －8.0％

ブロードバンド

797 万 1,000 回線
DSL・・・・・667 万 5,000 回線
FiOS Data・・129 万 6,000 回線

2007 年第 3 四半期現在、前年同期比＋21.3％

ビデオ加入者

154 万 5,000 加入
Satellite (DirecTV) 抱き合わせ・・・・82 万 8,000

（07Q3）

FiOS TV

（07Q3）

・・・・・・・・・・・・・71 万 7,000
*

1 ドル 112 円換算 出典：Verizon Communications 各種発表資料より

Verizon Communications は、固定網系では FTTH（FiOS）網を中心に、移動体網では、携
帯データ網を中心に次世代ネットワークの構築を進めてきた。同社は、AT&T 同様、放送・
通信・データの統合サービスを目指し、IMS など各種先進スタンダードを導入しているが、
その一方で、NGN／TISPAN 規格などを待たず、ビジネス実現に向かって多くの独自開発
を進めてきた。特に、同社のサービス開発プラットフォームは SOA を駆使したもので、米
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国の TM（TeleManagement）で最先端を走っている。高い技術力と明確なビジョンを持っ
たネットワークおよび通信サービスを提供するところに同社の特徴がある。また、AT&T
も同じだが、欧州が中心に進めている NGN とは一線を画した米国流の次世代ネットワー
クを構築しようという意気込みが感じられる。

２．３．２．１

Verizon FiOS網の概要
図表 2.3.2.-2 Verizon FiOS 網の建設規模推移

2005 年 9 月 22 日、テキサス州ケラー（Keller）
で開始されたFiOS（Fiber Optic Service 33）は、
FTTH（fiber-to-the-home）ネットワークをベー
スとする総合放送・通信サービスの総称。また、
ビデオ・サービスを FiOS TV、インターネット・
アクセス・サービスを FiOS Data あるいは FiOS
Internet と呼ぶほか、FiOS 網を使った大企業・
公共事業者向けデータ・サービスとしてViOS

34

もある。

FiOS 網の建設規模推移
時 期

敷設規模

2006 年 6 月末

450

2006 年 9 月末

530

2006 年 12 月末

600

2007 年 3 月末

680

2007 年 6 月末

760

2007 年 9 月末

850

2007 年 12 月末

900（目標）

単位：万 POP 出典：Verizon Communications

2007 年 9 月現在、FiOS 網の規模は 850 万 POP
で 16 州に展開している。2007 年末の目標は 900
万 POP となっている。
図表 2.3.2-3 Verizon Broadband Router
2006 年 9 月、Verizon Communications は光ファ
イバー網整備および FiOS サービスに関する事業
目標を発表した。FiOS 網の建設規模は 2010 年末
に 1,800 万 POP とし、ビジネスとしては 2009 年
に黒字をめざす。

総建設投資は 180 億ドル（約 2 兆円、2004 年～
2010 年）と積算し、契約獲得目標は 2010 年まで
にFiOS Dataで 600 万～700 万、FiOS TVで 300～400

33

Verizon の説明によれば、FiOS とはアイルランド語で“knowledge（知恵・知識）”という
意味。
34
ViOS は Verizon Business が提供している。
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万加入を狙っている 35。

図表 2.3.2-4 FiOS 契約獲得目標
FiOS 契約獲得目標
対象分野

達成時期

目標値

市場占有率

FiOS Data 短期目標

2006 年末までに

72 万 5,000 契約

15％

長期目標

2010 年までに

600～700 万契約

35～40％

FiOS TV 短期目標

2006 年末までに

17 万 5,000 契約

10％

長期目標

2010 年までに

300～400 万契約

20～25％

出典：Verizon Communications2006 年 9 月発表数字

現在の建設スピードを考えると、Verizon Communications は上記の事業計画を順調に達成
できる。

Verizon FiOS網の構成は、FiOSセントラル・オフィスあるいはヘッド・エンドから１本
の光ファイバー（single-mode）でFDH（Fiber Distribution Hub）まで配信、そこで光分岐装
置（Optical Splitter）により 32 分岐させる。FDHから分岐された光ファイバー（single-mode）
は各家庭の光終端装置（ONT） 36までのびている。

Verizon Communications は、宅内 配 線コスト の 軽減を狙 っ て、2007 年から MoCA
（Multimedia over Coax Alliance）対応の光終端装置を採用している。これにより宅内は既
存の同軸配線を利用してホームネットワークを構成する。また、インターネット接続には
BHR（Broadband Home Router）を設置、イーサおよび Wi-Fi 接続を提供している。

FiOS は当初、ITU-T G.983 規格（APON、BPON）に準拠して建設されていたが、現在は
ITU-T G.984 規格（GPON）に変わっており、次の 3 波を乗せている。

35

なお、2007 年 10 月に Verizon Communications は、2004 年から 2010 年までの総投資額を
230 億ドル（約 2 兆 6,000 億円）に修正している。
36
主に Tellabs 1600 シリーズが利用されている。そのほか Motorola ONT 1000V もある。
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図表 2.3.2-5 FiOS における 3 波の種別と用途

FiOS における 3 波の種別と用途
波長

用途

スピード

その他

1310nm

アップ・ストリーム

155Mbps

1.2Gbps・GPON

1490nm

ダウン・ストリーム

622Mbps

2.4Gbps・GPON

1550nm

RF ビデオ放送

---

帯域幅 870MHz
出典：Verizon Communications

（１）

FiOS TVの概要

3 波方式でわかるように、FiOS TVではビデオ番組の配信にCATVで利用しているRF
（Radio Frequency）方式 37を利用している。これはIPストリーミングを利用しているAT&T
のU-verseと大きく違う点で、そのためFiOS TVを“光CATV”と別称する由来でもある。こ
の光CATV方式を採用した理由は、Verizon Communicationsが放送事業への参入期間を短縮
することに重点を置いたため。FiOS設計当時、IPTVはまだ実証されていない技術であり、
大きなリスクがあると考えられていた。光CATV方式であれば、CATV事業者が一般的に利
用している各種配信装置を利用でき、FiOSのビデオ配信センターをいち早く 38構築できる。
図表 2.3.2-6 FiOS TV の加入者推移
FiOS TV の加入者推移

また、622Mbps という大容量の IP ダウ
時 期

ン・ストリームは、インターネット接続だ
けでなく、ビデオ・オン・ディマンド、

総加入者数

増減

2006 年 3 月末

20,000

2006 年 6 月末

55,000

35,000

-----------

2006 年 9 月末

118,000

63,000

2006 年 12 月末

207,000

89,000

2007 年 3 月末

348,000

141,000

（widget ）など、様々な付加価値サービス

2007 年 6 月末

515,000

167,000

にも利用されている。こうしたビデオ付加

2007 年 9 月末

717,000

202,000

IMG（双方向番組案内、Interactive Media
Guide）、双方向広告、ウィジェット
39

出典：Verizon Communications

価値信号は、FiOS の光終端装置（ONT）でインターネット用 IP 信号から分離され、放送
37

米国の CATV では、アナログ放送電波とデジタル放送（QAM）信号をまとめてケーブ
ル・ヘッドエンドまで光ファイバーで送っている。ヘッド・エンドから先は同軸ケーブル
で配信している。FiOS TV は、最後まで光で配信している。
38
実際、純粋な IPTV 方式を U-verse に採用した AT&T は、伝送遅延やパケット・ロスなど
の技術的な問題が発生し、広域サービスを開始するのが約 1 年遅れた。
39
XML や JavaScript、VBScript などで書かれ、ディスクトップ上で動くアプレット（小さ
なアプリケーション）。様々な種類があり、日本ではブログパーツなどと呼ばれているもの
もその一種。
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番組用の電波信号と一緒になって同軸ケーブル経由で STB（Set Top Box）に到着する。

FiOS TVは 2007 年 7 月に同社のIMGをバージョン 2 に更新した。新IMGでは、約 8,600
タイトルにおよぶビデオ・オン・ディマンド番組、ユーザーがDVR-STBで録画した番組、
ライブ放送、コンテンツ・パートナーのダウンロード・ビデオなどを一つの画面にまとめ、
検索 40・閲覧・選択ができるようになった。このようにFiOS TVは、CATVの堅牢性とIPTV
の先進性を組み合わせた構造になっている。

なお、2007 年末現在、ホームネットワーク用メディア・ハブとしては、Motorola製DVR 41
が用意されている。これはHDTVに対応できていない、DVR間のダビングはできない（DTCP
対応機器へのコピーは可能）など、機能的にかなりの制約があるので、将来はより高機能
は製品にかわると予想されている。

2007 年 9 月末現在、FiOS TV の加入者は 71 万 7,000 加入で、1 日あたりの契約数（営業
日）は 3,200 加入、営業地域における市場占有率は、15.2％となっている。現在でも CATV
業界の加入者ランキングに当てはめると第 10 位に位置しており、2008 年には FiOS TV で
100 万加入を達成すると予想されている。もし、2010 年の 400 万加入を達成すれば、CATV
業界 5 位まで駆け上ることになる。
ケーブルテレビ・トップ10 (契約者数）
図表 2.3.2-7 ケーブルテレビ・トップ 10（契約者数）
24,141,000

コムキャスト

13,391,000

タイムワーナーケーブル
コックスコミュニケーションズ

5,424,000

チャーターコミュニケーションズ

5,376,800
3,139,000

ケーブルビジョンシステムズ
ブライトハウスネットワークス (e)
サドンリンクコミュニケーションズ (e)
メデ ィアコムコミュニケーションズ
インサイトコミュニケーションズ
ケーブルワン

単位：契約数

2,327,100
1,416,800
1,344,000
1,341,000
696,700

FiOS TVの位置

出典：各社資料
¥ Ẍ å¡ N
GCTA¡ 各
B 社資料¡
2
B007¦ 6
~¤ ë

(e) = 推定

基本的な番組プランは、ベーシック・プラン（15～46ch）とプレミアム・プラン（175
40
41

ユニバーサル・サーチ機能と呼んでいる。
製品名は Motorola QIP6414 hybrid QAM/IPTV DVR
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～270ch）に分かれる。また、スペイン語専門チャンネル、HDTV など様々なオプションか
ら構成されている。また、Verizon Communications は 2008 年、FiOS TV の HD（ハイディ
フィニッション）チャンネルを現在の 5 倍に拡充する。

図表 2.3.2-8 FiOS TV のチャンネル・プランと各種オプション
FiOS TV のチャンネル・プランと各種オプション
プラン名

内 容

価格（月額）

ベーシック・プラン

15～46 チャンネル

－－－

プレミア・プラン

175～270 チャンネル

42.99 ドル

SD（標準画質）

4.99 ドル

HD（高精細番組）STB

9.99 ドル

SD-DVR 付き

12.99 ドル

HD-DVR 付き

15.99 ドル

SD-DVR マルチルーム型

17.99 ドル

HD-DVR マルチルーム型

19.99 ドル

STB オプション

番組のオプション
オン・ディマンド

総数：8500 タイトル以上、無料 VOD：1000 タイトル以上

スペイン語パッケージ

La Conexion。130～150 チャンネル（月額 11.99 ドル追加）

映画専門チャンネル

45 種類（Starz!、Showtime、Encore、TMC、Sundance など）

スポーツ専門チャンネ

12 種類以上（Fox College Sports、Golf Channel など）

ル
プレミアム・チャンネ

HBO、Cinemax

ル
外国語チャンネル

ART、TV Japan、RAI、TV5 など各種

ベーシック・プランは価格が不明。おそらく、規制問題の関係で作ったプランで、実際には販売されて
いないのではないかと推測する。また、ニューヨークは競争が厳しいため、HD サービスはフリーで提供
されているほか、音声とネットを組み合わせたトリプル・プレー・プランも月額 95 ドルで提供されている。
2007 年 10 月現在 出典：Verizon Communications

（２）

FiOS Internetおよび電話サービス

FiOS Internetサービスでは、まずIPシグナル（1490nm光信号）が光終端装置に到着し、
そこでIMGなど放送用信号を分離したあと、MoCA規格に定められた 1.1GHzチャンネルを
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使って同軸ケーブル（速度は 100Mbps）で家庭内に配信する 42。

当初、Verizon Communications は BHR（Broadband Home Router）として Linksys の D-Link
DI-624 router を採用していたが、現在は MoCA 機能を持つ Actiontec 製ルータ（MI424-WR
など）を採用している。

図表 2.3.2-9 FiOS Internet の速度と料金

FiOS Internet の速度と料金
ダウン・ストリーム

アップ・ストリーム

料金（月額）

一般的な速度構成
５Mbps

2Mbps

39.99 ドル

15Mbps

2Mbps

49.99 ドル

15Mbps

15Mbps

64.99 ドル

30Mbps

15Mbps

139.95 ドル

地域が限定される速度構成
10Mbps

2Mbps

－－－

50Mbps

10Mbps

－－－

20Mbps

20Mbps

64.99 ドル

20Mbps

5Mbps

－－－

30Mbps

5Mbps

－－－

50Mbps

20Mbps

－－－

上記の値段は、基本的に１年あるいは２年契約の場合。地域によって速度構成が多岐にわたり、料金が不
明なものが多い。一般的な傾向として、高速サービスはニューヨーク、ニュージャージ、コネチカット、
ボストン、バージニア（北部）
、ポートランド（オレゴン州）など、競争の激しい地域だけで提供されてい
る。
出典：Verizon Communications

また、Verizon Communications は現在、コネチカット、フロリダ、マサチューセッツ、ニ
ュージャージ、ニューヨークおよびロード・アイランドの一部で 50Mbps（ダウン・スト
リーム）サービスを提供しているが、2008 年をめどに 100Mbps サービスの投入を準備し
ている。

現在、従業員宅を対象に 100Mbps を実験中で、IP 用ダウン・ストリーム（1490nm、GPON
2.4Gbps）を 24 分岐すれば 100Mbps は可能となる。これは、CATV 事業者が次世代ケーブ
42

光終端装置には RJ45 コネクターがあり、直接イーサで取り出して CAT5 ケーブルで屋
内配線をすることも可能。
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ル・モデム（DOCSIS 3.0 準拠）で最速 140Mbps（ダウン・ストリーム）のサービスを準備
しているため。

Verizon Communicationsは、FiOSでアナログ電話サービスも提供している。これは日本の
光電話に相当するもので、光終端装置にアナログ電話ジャック（RJ11）が 2 つから４つ付
いている。同社は、FiOSの導入工事に際して、既存の電話線（ツイスト・ペア）を撤去し
ているようだ。撤去については、保守・維持コストの減少を狙っているとの意見もある。
しかし実際は、電話線はDSLプロバイダー向けの設備開放義務を追っているが、光ファイ
バーについては解放義務がないことから、撤去した方が有利と判断しているようだ。なお、
ユーザーが希望すれば、電話線をそのまま残している。 43

図表 2.3.2-10 Verizon FiOS 網の概念図
BPONからGPON
BPONからGPON
へのアップグレード
へのアップグレード
を急ぐ
を急ぐ

32分割
32分割
Fiber
Distribution
Hub
ONT

光ファイバー

MoCA（同軸）

Cat 5

BHR：Broadband Home Router

Wi-Fi

アナログTV

テレビ

パソコン

IP-STB

ONT
MoCA付

Managed
BHR

スプリッター

出典：ベライゾン・コミュニケーションズ
All Copyright reserved by Ryoji Koike

43

FiOS 経由の電話サービスでは、停電時に電話局側からの給電を得られない。FiOS 光終
端装置の予備バッテリーは、4 時間から 8 時間程度しか給電ができず、それ以後は電話が
使えない状況になる。
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２．３．２．２

Verizon WirelessおよびVerizon Businessの動向

従業員 6 万 8,000 名、総加入者数 6,400 万（2007 年 9 月末現在）を抱える Verizon Wireless
は、Verizon グループの牽引車として堅実なビジネスを求められている。同社は、NYNEX
Mobile Communications と Bell Atlantic Mobile の合併（1995 年）により母体が生まれ、それ
に AirTourch Communications、PrimeCo Communications、GTE の各携帯会社が吸収される形
で現在に至っている。Verizon Wireless の歴史は、米携帯業界における CDMA 陣営統合の
歴史でもある。

音声系サービスでは、全米におけるネットワークの充実度（きめ細やかな基地局設計と
カバレッジの良さ）を特徴としている。また、高速データ・サービスでは、2007 年 8 月に
EV-DO Rev.Aへの更新

44

を終了している。AT&T／Apple陣営の“iPhone”のような派手な

戦略をもたないが、どこでも確実に利用でき、必要なサービスはすべてそろえている点で、
ユーザーの人気は高く、加入者の解約率は 1.27％（07Q3、ポスト・ペイ）と業界トップを
維持している。

年間の設備投資は平均 80 億ドル（約 9,000 億円）程度で、最近は携帯データ・サービス
の充実に力を入れている。同社はこれまで、ウォールド・ガーデン（Walled Garden、囲い
込み）戦略を堅持し、携帯コンテンツ（音楽、ビデオ、ゲーム）を自社ブランドで提供し
ている。現在のところ、日本の携帯サービスのように勝手サイトが豊富に利用できる状況
にはない。また、同社のネットワークは帯域利用率が高く、大量の高速大容量コンテンツ
をスムーズに処理できる状況にはない。携帯ビデオ放送で Media FLO のサービスを利用し
ているのは、そうしたネットワーク環境のあらわれで、PC カード（EV-DO Rev.A 対応）
におけるアクセスでもビデオ・スリーミングなどで帯域制限をおこなっている。

44

当初予定していた主要地域（利用可能人口 2,600 万）の更新。僻地部分については、今
後、順次更新をすすめるが目標期日は設定していない。
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図表 2.3.2-11

Verizon Wireless の主要携帯コンテンツ、サービス

Verizon Wireless の主要携帯コンテンツ、サービス
音楽・リングトーン

V CAST Music、V CAST Performances、 Ringback Tones、Ringtones

ビデオ

V CAST Video、 V CAST Mobile TV（Media FLO）

ゲーム

V CAST Games

メール、メッセージ

テキスト・メッセージ、写真メッセージ、携帯チャット、インターネット電子
メール
出典：Verizon Wireless

このように携帯業界でも、もっとも閉鎖的なビジネスを展開してきた Verizon Wireless だ
が、2007 年 12 月、一転して携帯ネットワークのオープン化を「2008 年末までに実現する」
と発表した。これは端末解放とアプリケーション解放の２つの側面を持つ。端末は、同社
の認証テストに合格した端末であれば、どのような販路でも自由に接続することができる。
これにより他社（Sprint Nextel、Alltell など同じ CDMA 方式に限る）との相互乗り換えも
可能になる。

また、携帯データを利用する SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス、MoSoSo）
や VoIP ベンチャーが米国では増えているが、そうしたサービスにも門戸を開放する。ただ、
前述のように同社のネットワークは大都市部で慢性的に帯域不足状態にあり、アプリケー
ション解放をおこなうと、そうした地域ではサービス状態の悪化が予想される。
Verizon Wireless は、2004 年あたりから IMS 導入について検討を始めていた。しかし、
3GPP が策定する IMS 規格は同社が狙う固定系ネットワークとの統合面で満足できなかっ
た。そこで同社は 2006 年 7 月に A-IMS（Advances to IMS）という独自規格を発表した。
以後、同社の IMS システムでは、300 ページにおよぶ同推奨規格ドキュメントに従い、
Alcatel-Lucent、Cisco Systems、Motorola、Nortel Networks、Qualcomm の各社が機器・シス
テム開発を進めている。この点は、Alcatel-Lucent の IMS をそのまま導入した AT&T グル
ープとは一線を画している。

Verizon Wirelessは、AT&TのVideo ShareのようなIMSサービスを発表していない。そうし
た端末系の新サービスを投入しなくても順調に加入者数が伸びていること、帯域不足で大
容量サービスを投入したくないこと、などが背景にあると思われる
45

45

。

一方、FiOS TV

帯域不足に悩む同社は、2008 年 1 月におこなわれるアナログ・テレビ跡地競売（700MHz
無線事業免許）で大量の免許を買い込み、次世代サービスに向けた帯域確保を狙っている。
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との連携（いわゆるクワデュルプル・プレー）の準備を進めている。2007 年 9 月、FiOS TV
は電子メールの保存容量を 4Gバイトに増加するとともに、Verizon Wirelessの携帯端末から
メールが読み取れるサービス（追加費用月額 5 ドル）を投入している。また、携帯からの
番組予約などの連携サービスも準備している。

Verizon Businessは、従業員 3 万 2,000 名、世界 75 カ国に 321 カ所のオフィスを持つ大手
国際通信キャリアとして知られている。同社が現在のように“大手国際キャリア”へと成
長したのは、2006 年 1 月に長距離電話およびIP幹線網事業者であるMCI, Inc.（旧WorldCom）
46

を買収したことによる。買収直後、旧MCIの国内幹線網及び欧州幹線網、海底ケーブル

などは疲弊状態にあり、Verizon Communicationsは多額の資金と人材を投入して、再建 47を
進めた。

Verizon Business は現在、大手企業を中心に多様なデータ・ボイス・サービスを展開して
いる。

46

WorldCom 時代、MCI はインターネット・バブルにのって、米国内の幹線網ビジネスば
かりでなく、欧州や北アジア幹線網投資をおこない、欧・米・北アジアを結ぶ国際データ・
サービスを展開していた。その後、MCI を WorldCom が買収し、米国の長距離幹線網や長
距離電話サービスを吸収し、不正会計問題で 2002 年 7 月 21 日に会社更生法を申請して破
綻した。その後、自力再建を目指したが、結局、2006 年に Verizon Communications に買収
された。
47
営業部隊の統合、サービス科目の整理、ネットワークの近代化と統合などは、約 1 年の
期間が必要で、Verizon Business が営業活動に力を入れ始めたのは 2007 年初夏あたりから
といえる。
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図表 2.3.2-12 Verizon Business の主要プロダクツとサービス一覧
Verizon Business の主要プロダクツとサービス一覧
VoIP
Data and IP Services
Internet Access
Security
IT

Solutions

and

Hosting
Managed Networks
Premises Equipment
(CPE)
Contact Centers
Conferencing
Voice
Education

IP Flexible T1, IP Integrated Access, IP Trunking, Hosted IP Centrex,
Managed IP PBX
Private IP Layer 3, Private IP Layer 2, VPLS, Ethernet Services, IP VPN
Dedicated, Remote VPN, Secure Gateway, Frame Relay, ATM, Private
Line, Ring Services, Transaction Services, Digital Media
DSL and Cable, Dedicated Access, Satellite Services, Dial-Up
Professional Services, Managed Service, Compliance and Governance,
Identity & Authentication Management, Government Programs, CPE
Resale
Data Center Services, Remote Backup and Restore, Hosted E-mail and
Instant Messaging, IT Service Desk, Akamai Services, IP Application
Hosting, Remote IP Application Management
WAN Management, LAN Management, Managed Wireless LAN, Managed
IP PBX, Custom Supply Chain Managed Services, Invoice Automation
Services
CPE Portfolio, CPE Maintenance, Storage CPE, Site Services, Ordering
and Financing
Automatic Call Distribution, IP Enabled Contact Center, Intelligent
Contact Routing, Interactive Voice Response, Workforce Management,
Quality Monitoring
Audio Conferencing, Web Conferencing, Video Conferencing, Collaboration
Calculator
Local Services, Centrex, Outbound Long Distance, Inbound Voice Services,
Calling Cards, 911 Services
Education Product Portfolio, E-Rate, MiCTA, Programs & Initiatives
出典：Verizon Business

次世代サービスの関連では、FMC（Fixed Mobile Convergence、内容については後述）お
よび FiOS 網を使った法人データ・サービス“ViOS”を展開している。

2007 年 7 月に発表されたViOSは、26 州

48

で提供され、大都市圏の中堅以上の企業を狙

ったサービス（月額 6 万ドルから 15 万ドル程度）といえる。同サービスではROADM
（reconfigurable optical add/drop multiplexer）を駆使した最新の光ファイバー網に、TDM（時
分割多重）、ストーレッジ、ビデオ、メインフレームなど、多様なフォーマットを統合でき
る柔軟なプラットフォームが準備されている。

48

ニューヨーク、フィラデルフィア、ボストン、ワシントン DC、ダラス、ロサンゼルス、
シアトルなどを含む。
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２．３．２．３

NGNから見たFiOSサービス

Verizon Communications の Mark Wegleitner（CTO）氏は、2007 年 10 月末、同社ニュージ
ャージー・キャンパスで現在開発中の FiOS TV 新サービスをメディアに紹介している。そ
のあらましをまとめると次のようになる。

（１）

IM／プレゼンス機能の強化：

プレゼンス・サーバーにより携帯電話やパソコンなどユーザーが使用中のデバイスを認
識し、適切な経路制御を提供する。例えば、携帯電話に写真が送られてきても、ユーザー
が不在（圏外）の場合は、ユーザーが使用しているパソコンに自動転送され、メッセージ
の内容は、IM のようにポップアップする。

（２）

ゲームのモバイル化：

ベライゾン・コミュニケーションズは、CATV や IPTV をベースにしたゲームが、2010
年までに同市場の 20%を占めると予測し、USB 型ゲームコントローラーだけでなくパソコ
ンや携帯電話で、STB にある好きなタイトルをプレーできるようにする。また、異なるデ
バイス間のネット対戦もできる。

（３）

双方向広告の投入：

料理番組を見ているときに、リモコンのボタンを押すことによってレシピを表示させた
り、シェフの料理本を Amazon.com で購入できるなどのサービスを提供する。決済は、通
常のようにクレジットカード決済あるいは、FiOS の請求書に加えることができる。

（４）

ホーム・オートメーション：

FiOS では、Wi-Fi 対応機器の監視を常に行う。たとえば Wi-Fi 付きデジ・カメで写真を
撮ると、自動的にルータが指定した家庭内端末（テレビ・携帯・パソコン）に写真を届け
る。また、携帯電話からウェブキャムを見たり、室内の温度調整、照明の点滅などもコン
トロールできる。

従来、NGN（放送通信融合）サービスといえば、電話が掛かってくるとテレビ画面に発
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信者情報が表示されたり、携帯電話でテレビの番組表を見る….といったサービスが想定さ
れてきた。ただ、こうしたサービスは既存のネットワーク技術でも作り込みをおこなえば
（効率はわるいが）実現できる。一方、上記のサービスは、放送・パソコン・携帯ネット
ワークを管理面で統括する高度なネットワーク技術（IMS）がなければ実現できない。

IMS による FiOS 網および携帯網の融合は、Verizon Communications の次世代戦略におい
て要となる。しかし、同社の次世代サービス開発で大きな力を発揮しているのは、IMS と
いうよりも、同社がいち早く導入を進めた SOA（Service Oriented Architecture、サービス指
向アーキテクチャ）の導入および、SOA をベースとした通信サービス開発の要であるソフ
トウェア開発の合理化・次世代化といえる。

同社は 2001 年からウェブ・サービス、SOAに着目し、OSS／BSS 49の改善に着手してい
る。SOAへの移行は、１）OSS／BSS関連ソフト開発における“コスト削減・期間短縮”
が主要な導入理由だが、２）次世代ネットワーク技術をベースとした新サービス開発体制
の確立も重要な理由だった。同社は 2,500 から 3,000 本のソフトウェア削減を実現したほか、
新たなサービス開発の期間短縮で成果をあげている。

一方、FiOSプロジェクトでは、SOAベースのアプリケーション開発環境を駆使している。
たとえば、FiOS TVのIMS開発はすべて自社でまかなっている。同ソフトではSTB／リモー
トコントロールにメッセージ・ベースの組み込みソフトを導入し、Verizon Communications
のOSS／BSSと直接やり取りしながら、サービスのアクティべーション（認証・開始）、課
金、システム管理などをおこなっている。同アプリケーションでは、リアルタイムでネッ
トワーク管理システム

50

ともやり取りをおこなう。たとえば、HDTV番組をダウンロード

する場合は、一時的にダウン・ストリームの帯域拡大をリアルタイムでおなう。このほか、
前述の新サービスにあるようにSTBの監視だけでなく、ホームネットワークに接続された
各種情報家電を発見・監視するシステムの構築にも力を入れている。

49

OSS は Operations Support Systems の略。BSS は Business Support Systems の略。いずれも、
サービスの受付終了や通話の監視、課金処理など、各種通信科目の開発・管理をおこなう
通信事業者における基幹業務アプリケーション。
50
同社では、activation layer と呼んでいる。正確には、FiOS の STB 側から activation layer
にメッセージを投げ、そこから OSS／BSS システムが具体的な処理をおこなう。この
activation layer は、IMS の一部となる。
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Verizon Communicationsは、FiOSプロジェクトのため“device management system（機器管
理）”“security service system（セキュリティー管理）
”“ad insertion system（広告挿入管理）”
“revenue sharing system（レベニュー・シェア）”
“partner management system（パートナー
管理）”“application development network（アプリケーション開発ネットワーク）”など 40
本の大規模アプリケーション（全米ベース）を開発し、サービス環境を急速に整えてきた。
SOA化なくしては、これらの大規模システムを短期間ですべて社内開発することは不可能
だったろう 51。

こうした独自システムは、NGN／TISPAN との類似性を示しているのも興味深い。たと
えば、
“application development network”は、FiOS TV 上でパートナー企業が様々な IP サー
ビスを開発するためのオンライン環境で、これによりサードバーティーはどこにいても迅
速に FiOS TV ベースのアプリケーション開発を進めることが出来る。これは NGN が目指
すアプリケーション・サーバー・インターフェースの公開にあたる。

現在、Verizon Communications の社内開発部隊は FiOS TV および Verizon Wireless 系のア
プリケーション開発で多忙を極めており、企業システム向け次世代サービスまでは手が回
っていない。しかし、同社の SOA ベース・サービス開発体制は、テレコム業界で最高峰と
いわれ、企業向けサービス開発でも威力を発揮するだろう。

２．３．３

米国におけるFMC／フェムトセル戦略

フェムトセルは、CPEから携帯 3Gネットワークにどのように接続するかで、lub over IP
型 、Collapsed型、UMA型、IMS/SIP型などに分かれる。lub over IP型では、フェムトセル
を既存のRNCで制御するが、データ通信をオフロード 52できない。一方、Collapsed型、UMA
型、IMS/SIP型ではフェムトセルにRNCやパケット・スイッチ機能、UMAクライアント、
SIPクライアントなどを内蔵させ音声データからデータ通信をオフロードさせることがで
きる。

51

こうしたアプリケーションは独自仕様ではあるが、SOA／WS という共通インタフェー
スをベースにしているため、将来的に NGN／TISPAN との統合も容易と同社は説明してい
る。
52
オフロードとは、ノード部分でデータ通信を分離して、IP 網につなぎ込むこと。これに
より携帯ネットワークの負担を軽減できる。
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また、携帯端末とフェムトセルとのアクセスに、無線LANを使うか、携帯方式（CDMA
やGSM）を使うかで 2 つに分かれる。
前者ではWi-FiとGSM携帯をシームレスにつなぐUMA
規格

53

を使う。これにはWi-FiとGSMのアクセス機能を乗せたデュアル端末を使い、自宅

に無線LANを持っていれば、すぐに利用できる。

2006 年 6 月、T-Mobile USA は、携帯

図表 2.3.3-1 The Sprint Airave

網および自宅のWi-Fiやホットスポ
ットから電話をシームレスに使える
FMCサービス『Hotspot @Home』を開
始する一方、米携帯第 3 位のSprint
Nextelも 2007 年 9 月、コロラド州デン
バーおよびインディアナ州インディア
ナポリスの 2 カ所 54に限定して、フェ
ムトセル『The Sprint Airave』の販売を

Contents DotCom 撮影

開始した。

図表 2.3.3-2

Sprint Nextel と T-Mobile USA のサービス比較

Sprint Nextel と T-Mobile USA のサービス比較
会社名
サービス

Sprint Nextel

T-Mobile USA

The Sprint AIRAVE

Hotspot @Home

同社が使っている CDMA 方式

GAN（UMA*）

機器の価格が約 50 ドル。カバー

端 末 は 『 Samsung t409 』 お よ び

エリアは 5,000 平方フィート（約

『Nokia 6086』の 2 機種で価格は 50

140 坪）で、同時に利用できる端

ドル（2 年契約）、費用は既存携帯料金

末数は 3 台。個人の場合月額 15

に 19.99 ドル割り増し、あるいは 1 世

ドルで話し放題。ファミリープラ

帯 5 回線で 29.99 ドルのタイプがあ

ンは 30 ドル。

る。端末は 7 機種そろっている。

名
接続方式

料金その
他

UMA は、Unlicensed Mobile Access のこと。最近は GAN（Generic Access Network）と呼ばれてい
る。Wi-Fi／Bluetooth 網と GSM 網をシームレスに結ぶ、携帯端末向け規格
出典：Sprint Nextel、T-Mobile USA
53

UMA（Unlicensed Mobile Access）、携帯 GSM ネットワークと無線 LAN（802.11）
、Bluetooth
をシームレスにローミングする端末用規格。最近は GAN（Generic Access Network）と呼ば
れている。
54
同社は、2007 年末にテネシー州ナッシュビルで第 3 番目の商業実験を開始した。
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両社を追ってAT&T MobilityおよびVerizon Wirelessも対応策を進めているが、次世代戦略
に関連して、より広範なFMC／フェムトセル戦略に取り組もうとしている 55。
Verizonグループは、デュアル端末方式 56とフェムトセル方式の両方を採用し、経済性に
応じて使い分ける戦略をとる 57。

一般消費者向けフェムトセルは、FiOS STB をベースとするホームネットワーク内に設置
する機器であるため、管理系統として IMS 傘下に置く必要がある。特に、FiOS TV では、
携帯電話で番組表が確認、予約録画の操作などを視野にいれているため、家庭内でもフェ
ムトセル経由で携帯による STB 操作をおこなう必要がある。具体的には、フェムトセル内
の SIP クライアントは Verizon Wireless の IMS システムから監視・管理されることになる。
一方、FiOS 側 STB との融合サービスを実現するためには、Verizon Communications の IMS
システムと協調することになる。

Verizon Wireless が Verizon Communications と Vodafone 社との合弁会社であるため、グル
ープ企業とはいえ、Verizon Wireless と Verizon Communications のネットワークは別でなけ
ればならない。そのため、フェムトセルを FiOS サービスと連動させるには、複雑なイン
テグレーション処理が必要となる。ちなみに、AT&T グループの場合、AT&T Mobility は完
全子会社であるため、ネットワークの一体化が可能となる。

一方、法人市場を見ると、Verizon Businessがすでに企業向けにデュアル端末によるFMC
サービスを展開している。デュアル端末形式のFMCは、通信経費の低減や企業内／出先／
家庭内で一貫したサービス（ディレクトリーなど）を提供する点で優れている。そのため、
米国ではデュアル端末方式によるFMCシステムの構築を進める企業が多い。こうしたとこ
ろから、VerizonグループのFMC戦略は、一般消費者向けではIMSベースのフェムトセル 58を、
法人向けにはデュアル端末方式を提供する。

55

フェムトセルあるいはピコセルなどと呼ぶが、アクセス・ポイント・ベース・ステーシ
ョン（Access Point Base Station）が正式な名称で、その起源は 2002 年に英国 Motorola が開
発した小型基地局プロジェクト『AFG』だろうといわれている。
56
ここで述べるデュアル端末とは GAN 規格（無線 LAN と GSM のシームレス・ローミン
グ）に準拠した携帯端末をさす。
57
2007 年 10 月、業界誌 Telephony 主催の会議で、Verizon Communications の Mark Wegleitner
氏（CTO）が発表した。
58
2007 年末現在、Verizon Wireless は消費者向けフェムトセルを発表していない。2008 年
には、投入してくると予想されている。
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一方、業界トップの AT&T は、GSM 方式を使っていることもあり、2005 年あたり（当
時 Cingular Wireless）から GAN／UMA 規格を使った実験を進めていた。また、2006 年 3
月にはデュアル・モードのフェムトセル・サービスを先行させると発表した。しかしその
後、具体的なデュアル端末サービスは発表されず、2007 年 1 月には、逆に IMS 構築を先
行させ、フェムトセル・サービスは IMS 上で提供する方針へと切り替えている。

この決定も、消費者向けフェムトセルは U-verse をベースとするホームネットワークに
対応する機器であり、IMS ベースの製品を投入する必要がある。一方、法人では Verizon
Business などがデュアル端末方式を提供していることから、AT&T Business も同方式で対応
している。

図表 2.3.3-3 主要キャリアのフェムトセル／FMC 戦略
主要キャリアのフェムトセル／FMC戦略
社 名

IMS/SI
P型

UMA型

料 金

Sprint
Nextel

◎

X

$15～
$30

名称The Sprint AIRAVE。現在、3
都市で商業実験。2008年本格化

TMobile
USA

X

◎

$19.99
～
$29.99

名称T-Mobile HotSpot @Home。対
応端末は7機種

Verizo
n
Wirele
ss

◎

◎

――

AT&T
Mobilit
y

◎

◎

――

備 考

企業向けはデュアル端末を投入済み。
一般携帯ユーザにはIMSベース・フェ
ムトセルを準備中。
企業向けはデュアル端末を投入済み。
一般携帯ユーザにはIMSベース・フェ
ムトセルを検討中。

出典：各種ニュースをベースにContents DotCom作成

２．３．４

企業システムと次世代ネットワーク

AT&T の U-verse も Verizon Communications の FiOS も、現在は放送と通信の融合サービ
スを模索しており、企業内コミュニケーションまで手がまわらない状況にある。とはいえ、
ウェブ・サービスを軸とする“企業テレフォニーとデータ・アプリケーションの融合サー
ビス”は、次世代ネットワークにおける重要な部分を担っている。
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２．３．４．１

SOTAsの米国における状況

ここ数年、Oracle や IBM、BEA Systems、Microsoft などが企業向け VoIP、SDP（Service
Delivery Platform）製品を投入し、データ・アプリケーションと企業テレコミュニケーショ
ンとの融合を模索している。

一方、通信事業者におけるXML／Web Servicesへの対応は、2000 年あたりからParlay
GroupやECMA（European Computer Manufacturers Association）が規格整備を進めてきたが、
具体的な製品がなかなか出てこなかった。しかし 2006 年 2 月、米国の企業テレフォニー大
手Avayaと中堅のSphere Communications 59が相次いでSOTAs製品 60を発表し、米IP-PBX業界
でもようやくWeb Services時代へと足を踏み入れた。

こうした企業ネットワークにおける融合サービスが求められるようになったのは、企業
テレフォニー環境の変化が大きく寄与している。

2005 年あたりから登場してきた第 2 世代 IP-PBX／UC（Unified Communications）システ
ムでは、中央に IP-PBX をホスティングし、各拠点にはリモート・ゲートウェイ（RG）を
設置する形式となっている。この方式では、中央（データ・センター）にコミュニケーシ
ョン機能を集中させるため「拠点を問わず」統一したディレクトリと番号システム、メッ
セージング機能などを提供でき、拠点によって「使える機能が違う」などの不便さがなく
なる一方、各種管理作業や保守作業も中央で一括して行えるため、運用コストも削減でき
る。

加えて、IP-PBX が中央に集中されたため、アプリケーション・サーバを軸とする基幹ア
プリケーション（CRM、HR、ERP など）との統合が容易になった。これによりユニファ
イド・コミュニケーション／企業ポータルに通信サービス（VoIP／SIP）を統合できるだけ
でなく、機能面でも連動できるようになった。

59

2007 年 6 月、NEC は Sphere Communications を買収した。
SOTAs とは“Service Oriented Telephony Architectures”の略称で、ウェブ・サービスや SOA
（サービス指向アーキテクチャ）を使ってデータ系と通信系アプリケーションを融合させ
るアプローチ群をさす。具体的には SIP アプリケーションをデータ・アプリケーション開
発ツールと同じ環境（WS 開発ツール）で利用できる製品群。
60
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つまり、企業向け融合サービスは、ユニファイド・コミュニケーション（UC）の高度化
という形でユーザに提供される 61。

最近のユニファイド・コミュニケーショ

図表 2.3.4-1 IBM の Same Time

ンでは、前述のようにプレゼンス機能が
重視されている。たとえば、ベストセラー
の IBM SameTime では連絡したい相手の状
況をディレクトリ上に表示するだけでなく、
相手が電話中であれば、電子メールを打つ、
緊急であればチャットで呼びかけるといっ
た選択ができる。

また、デュアル端末を使って社内でも無線 LAN 経由の携帯通話ができる場合（企業
FMC）、GPS 機能を利用して相手が社内のどこにいるかも表示する。そのほか、チャット
ではグループ登録したユーザーに一括同報をかけたり、簡単なアンケート集計をまとめる
といった機能もある。電話会議では、参加者が配付資料だけでなく、ERP システムを呼び
出し、在庫状況のリストを共有しながら会議を進めたり、営業代理店の住所リストをグー
グルのマップ機能と組み合わせて（マッシュアップ）、ビジュアルに表示することも可能に
なった。

現在のところ、こうした高度な機能は企業内 LAN だけに限定されている。AT&T の項目
でも述べたように、次世代ネットワークがプレゼンス・ベースド・サービスやロケーショ
ン・ベースド・サービスなどに対応できれば、こうした高度な機能を広域サービスとして
利用できる。

ECMA の ECMA-323 規格（4th edition、2006 年 12 月公開）は、高度な XML や Web サー

61

Nortel Networks や Cisco Systems、Nokia Siemens Networks や Avaya、Alcatel-Lucent、NEC
など米国市場で活躍する大手 PBX ベンダーは、転送や留守録、電話会議といった通話機能
に加えて、電子メールと IM（インスタント・メッセージング）、データ・コンファレンス
（基幹アプリケーション画面を共有しながらの会議）、プレゼンス機能による連絡方法選択
といったデータ系コミュニケーション機能の充実を進めている。一方、SAP や Oracle、BEA、
IBM、Microsoft などアプリケーション・プロバイダーも PBX ベンダーと競争するように
UC ツールの機能拡張をおこなっている。
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ビスへの対応が可能なテレフォニー・インタフェースで、Avaya や Siemens などが実装を
進めている。
一方、通信系 API の標準化を進める Parlay Group は、ETSI（Europian Telecommunications
Standard Institute）や 3GPP と言った規格団体と連携しながら、Web サービスのインタフェ
ース「Parlay API」を整備してきた。この Parlay API は多彩な機能を誇るが複雑で重いため、
同グループは簡易版とも言える Parlay-X インタフェースを 2003 年 5 月に発表している。
また、2006 年 12 月に最新版 Ver.2.1 も発表され、British Telecom や Korea Telecom、Sprint
Nextel などの電話事業者が対応を進めている。

とはいえ、SOTAs を導入できる企業は、まだまだ大企業の一部にとどまっており、通信
事業者としては次世代ネットワークに載せ、広域サービスとして営業するほど、米国市場
は成熟していないと見ているようだ。NGN における XML／Web Services を使った企業向
け広域融合サービスは、環境の成熟にあと数年は必要だろう。

図表 2.3.4-2

SOTAs 関連団体の動き

SOTAs 関連団体の動き
ECMA（European Computer Manufacturers Association）
ウェブ・サービス・インターフェースの実装に積極的。
ECMA-269 は、2006 年 12 月に発表されたテレフォニー・インタフェース。130 種の機能が
定義されているが、コール・コントロールと端末管理に主眼が置かれ、IM やプレゼンスなどの
機能が不十分。
ECMA-323 は 2006 年 12 月に 4th edition が発表された。また、ECMA-348 は同 323 を補足
している。これはより高度な XML、WS 対応が可能だが、複雑。Avaya や Siemens などが実装
をすすめている。

Parlay Group
基本となる Parlay API は多彩な機能を誇るが複雑。一方、その簡易版とも言える Parlay X
は、ウェブ・サービスに特化したサブセット。
Parlay X は、Parlay Group と 3GPP（Rel.6)により定義されている。Parlay X の Ver.1 は 2003
年 5 月に発表され、2006 年 12 月に Ver.2.1 がでている。
Parlay Group は ETSI（European Telecommunications Standards Institute）や 3GPP と
緊密な関係を保っている。たとえば、Parlay X のインターフェースを 3GPP Open Service
Architecture(OSA)から持ってきている。
Parlay X は、BT や Korea Telecom、SprintNextel などが導入を進めており、本格的に NGN
網を結びつくために必要な Parlay API の助走役にあたるだろう。

ETSI（European Telecommunications Standards Institute）
ETSI の傘下にある TISPAN は NGN 標準化で主役となっている団体。
Parlay 規格は、NGN における企業インターフェースを担う。つまり、ウェブ・サービスで
企業（SOTAs アプリケーション）とキャリアネットワークを結びつける。
出典：ECMA、Parlay Group、ETSI
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２．３．５

ComcastにみるCATVの次世代サービス

ここまで AT&T と Verizon Communications について考察してきたが、その競合企業であ
るケーブル・テレビ事業者の動向についても簡単に触れてみたい。ここでは最大手 Comcast
の動向を中心に STB ベンダーの次世代サービス提案を取り上げる。

２．３．５．１

次世代サービスとしてのトリプル・プレー

総加入者数 3,882 万 62、年間

図表 2.3.5-1 ローカル・アクセス・ラインの順位

売上げ約 2 兆 8,500 億円（2006

ローカル・アクセス・ラインの順位

年）の Comcast は、ここ数年ト

１位

AT&T

6,287 万回線

リプル・プレーを次世代サービ

２位

Verizon Communications

4,232 万回線

スの要（かなめ）としてきた。

３位

Qwest Communications Itn’l

1,303 万回線

４位

Embarq

660 万回線

５位

Comcast

377 万回線

同社のブロードバンド・データ・
サービスは、2007 年 9 月末現在、

2009 年 9 月末現在 出典：各社財務資料

1,288 万 8,000 加入に達している 63。
また、インターネット電話“Comcast Digital Voice（CDV）”は 377 万 4,000 加入（07Q3）
で、地域電話業界第 4 位の Embarq（2007 年 9 月末現在 660 万加入）に次ぐ業界第 5 位に
食い込んでいる。

トリプル・プレー加入者は 2007 年末で全加入者の 16％（約 621 万加入）に達すると予
測、2006 年末の 7％から急成長を続けている。加入者の急増にともない、トリプル・プレ
ーのセットアップ技術者は合計 9,000 名に達しており、設置工事担当者の 65％を占めてい
る 64。

証券アナリストは、同社のトリプルプレー加入者は、成長率で 3 年連続 40％を超えると
分析している。一方、ビデオ加入者の成長率は 3％と低調で、ケーブル・モデルやネット
電話に代表される新サービスが 10％を超えるペースで伸びている。このように成熟して成

62

内訳は 2007 年第 3 四半期末で、ベーシック契約が 2,415 万 6,000 加入、デジタル契約が
1,466 万 9,000 加入となっている。
63
これは AT&T に次ぐブロードバンド・プロバイダー業界第 2 位の加入者数。
64
2007 年 5 月に証券アナリスト向けにおこなった説明会での発表内容。
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長力を失ったビデオ事業に代わって、同社はトリプル・プレーによる次世代サービスで成
長維持を狙っている。

同社は、2007 年 5 月にウェブ・ベースのユニファイド・メッセージング・ツール
『SmartZone』 65を発表する一方、テレビ画面上で発信者認識（CallerID）を表示するテス
トもおこなっている。また、ケーブルモデムに接続して利用するコードレス電話（DECT
方式）の開発も進め、電子メールやボイスメールのチェック、アドレス帳操作をコードレ
ス電話機でできるようにする。

また、Pivotプロジェクト 66でComcastは携帯端末（Sprint Nextel）の再販を始めている。
Sprint Nextelは 2007 年 1 月にCATV向け新インターフェースを紹介した。そこでは同社が提
供している携帯テレビ放送『MobiTV』をCable MSO向けにアレンジし直すほか、各CATV
会社（Comcast、Time Warner Cable、Cox Communications、Advance Newhouse）が提供する
プレミアム・チャンネルが追加される。また、番組案内を携帯から見ることができるほか、
各CATV会社がホストするメールをSprint Nextel端末と同期させることができる 67。 ただ、
携帯電話から番組表を閲覧と予約録画操作は、2008 年に持ち越されている 68。

２．３．５．２

ホームネットワーク・ベースの次世代サービス

一方、ビデオ・サービスの開発でも次世代化を同社は進めている。現在、米国のCATV
業界ではビデオ・サーバーやヘッド・エンド・ルータなどの整備が終了し、ビデオ・オン・
ディマンド・サービスが当たり前となっている。そこで今後は、YouTubeやHulu 69などウェ

65

SmartZone は、2007 年 5 月 7 日にコムキャストが HP、Plaxo、Zimbra などと提携して発
表したウェブ・ベースのユニファイド・メッセージング・サービス。コムキャストのトリ
プルプレー・ユーザは、同サイトを通じて、電子メール、留守録、インスタント・メッセ
ージ、連絡帳などを一括管理できる。今後、テレビ電話も機能に加える予定。
66
同プロジェクトは、Sprint Nextel が Comcast など CATV 大手 4 社と協同で進める携帯電
話プロジェクト。各 CATV パートナーが Sprint Nextel の端末を再販する代わりに、Sprint
Nextel は番組案内機能などを作り込む。
67
Sprint Nextel 端末は、これまで Yahoo!および AOL メールとしか同期できなかった。
68
Sprint Nextel は IMS の導入をおこなっているが、Pivot プロジェクトで CATV 各社のシ
ステムと IMS 連携を取っているかは不明。
69
NBC Universal と News Corp.が中心となって設立したインターネット・ビデオ配信サイ
ト。2007 年 10 月から実験放送を開始している。NBC、Fox の人気テレビ番組をインター
ネットで視聴（広告付き無料）できるほか、投稿ビデオも受け付ける。
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ブ系ビデオと普通のCATV番組をシームレスにつなぐ“ネット・コンテンツ・インテグレ
ーション”を狙っている。

このネット・コンテンツ・インテグレーションでは、CATV ネットワーク・センターの
ビデオ・オン・ディマンド・システムに、ネット・ビデオの映像を蓄積するアプローチが
模索されている。この場合、ビデオ・オン・ディマンドの操作画面をそのまま利用できる
ので、普通の番組とネット番組を違和感なしにリモコンで操作できる。また、新しいコー
ディングが出てきてもネットワーク側のサーバーで処理するので、STB の負担が軽いほか、
CATV 事業者にとって、サービス手数料を課金できるメリットもある。

図表 2.3.5-2 ネット・ビデオのシームレス・サービス概念図

ネット系コンテンツ
パートナー

SP
SPVOD
VOD
キャッシャー
キャッシャー
バックオフィース
バックオフィース

Hulu

SP
SPVOD
VOD
メニュー・ナビゲー
メニュー・ナビゲー
ション装置
ション装置

CinemaNow
メディア
サーバ

YouTube

番組要求
制御信号

ビデオのダウンロード

Digital STB
ブリッジ
サーバ

キャッシュ

TVストリーマ

出典：サイエンティフィック・アトランタほか

そのほか、長期的にはOCAP（オーキャップ）70という双方向サービス規格の導入によっ
て“双方向広告”や“双方向ゲーム”なども動いているが、中期的な視野に立てば、CATV
業界もFiOS TVのようなネットワーク・ベース・サービスを狙っている。

CATV業界の次世代サービスでは、MotorolaおよびScientific Atlantaの両社が様々な開発を
おこなっている。たとえば、ホームネットワーク内で“番組を中断せずにディバイスを移

70

Open Cable Application Platform の略称。家電（テレビや DVR、STB など）に搭載する
OS で、CATV 網との接続（ネットワークの識別・認証・サービス科目設定）および双方向
機能などのサポートをおこなう規格。
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行する”サービスが検討されている。STBの大手、Scientific Atlanta 71のKen Morse副社長の
によれば、同サービスは次のような操作になるという。

1.

ビデオ・オン・ディマンドの映画を見ている途中で、ポーズボタンを押す。

2.

ネットワーク側のビデオ送出データベースで、タイムスタンプを記録

3.

パソコン端末を使ってユーザーがビデオ再送出の指示をだす

4.

ネットワークは、端末とユーザーの認証をおこなう

5.

送出先ネットワークをケーブル網からインターネットに切り替える

6.

ユーザーはパソコンで中断した場面からビデオを見始める

図表 2.3.5-3 サービスを中断させずにディバイスを切り替える

サービスを中断させずに
ディバイスを切り替える

ネットワーク
バックオフィース
4.端末・ユーザー認証
5.送出先の切り替え

2.タイムスタンプ

セット・トップ
ボックス

1.中断要求

インターネット
ストリーマ

３．再送出の指示

サービス
ルータ

６．中断場面から再開

TVストリーマ

出典：Contents
DotCom 作成
出典：サイエンティフィック・アトランタ社資料を筆者加筆

こうした番組の割り込みやディバイスの移行は、現在のところ同じホーム・ネットワ
ーク内だけを想定している。これはホーム・ネットワークをひとつのドメインとして電子
著作権管理などをおこなうためだが、将来的には複数のドメインを横断して番組やサービ
スを操作することができるようになると Morse 氏は予測している。

71

このサービスは Comcast が導入すると決めたわけではない。SA が CATV 向けの次世代
サービスとして開発を進めているだけで、具体的な商談は発表されていない。
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このように CATV 業界も、将来的には NGN サービスの実現を狙っているが、そのネッ
トワーク構築においては、3GPP や NGN／TISPAN の規格を尊重しながら独自のシステム
を組み上げる姿勢を示している。

２．３．６

NGNとインターネット

２．３．６．１

インターネット・モデルの成功要因

NGN／TISPAN との比較を始める前に、インターネットのビジネス・モデルについて
明確にしてみよう。インターネットの成功は、次の３つが大きな要因だった。

1.

ネットワークにおける知的処理を排除し、端末処理に依存したこと

2.

アドレス管理および経路制御だけを規定し、それ以外のレイヤーはオープンであ
ったこと

3.

サービス開発モデルが、ユーザー主導だったこと

最初の「端末処理への依存」と「アドレスおよび経路制御の単純化」は、IP 手順（イ
ンターネット・プロトコル）の特徴といえるだろう。一方、3 番目のユーザー主導型のサ
ービス開発モデルは、インターネットが自然発生的なオープン・ネットワークであったこ
とに依存する。

ネットワークの基本設計において、インターネットは制御信号とデータ信号をひとつ
の伝送路で処理する“単純化”が指向された。一方、端末側ではL-2（データリンク層）か
らL-5（アプリケーション層）72までをすべて処理する。これは当初、インターネットがコ
ンピュータ間通信として発達し、端末が高い処理能力を持つことを前提にしていたことに
主な理由がある。インターネットでは、エラー制御（到着確認や再送信）から認証処理に
いたる様々な通信処理だけでなく、アプリケーションにデータを手渡す前処理までを端末
は背負わされている。

72

通信階層モデルとして、もっとも一般的な OSI モデルが 7 層モデルを、インターネット
が 5 層モデルを採用している。ここでは IP 網を説明しているため、5 層モデルをベースに
解説している。
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この設計的特徴により、インターネットはプロトコルおよび機器の開発が促進された。
つまり、インターネット・モデルでは、L-3（ネットワーク層）を IP 手順に準拠すれば、
その前後（L-2、L-4～L-7）については自由に機器を開発できる。また、新しいプロトコル
を提案し、IETF（Internet Engineering Task Force）を通じて標準規格として追加することも
容易にできた。たとえば、L-5（アプリケーション層）では HTTP や DHCP にはじまり、
SIP や SOAP など様々な通信手順が生み出され、メールやホームページ、動画・音声通信
などの多彩なアプリケーションが普及する要因となった。また、機器では L-2 スイッチや
コンテンツ・スイッチ（L-4 スイッチ）、セキュリティー・ボックス、MPLS など様々な製
品が生み出され、ネットワークの高度化が進んだ。

図表 2.3.6-1 インターネット階層モデル

インターネット階層モデル

制度・社会

ギャップ

ギャップ

ビジネス・モデル

ビジネス・モデル

ギャップ

ギャップ

アプリケーション

アプリケーション

ギャップ
7層 アプリケーション層

3層

ネットワーク層

2層

データリンク層

1層

物理層

Web Services

簡略化

トランスポート層
IP（ネットワーク）層
データリンク層
物理層

アプリケーション層
現在のインターネット・モデル

トランスポート層

初期インターネット・モデル

4層

通信業界

ＯＳＩモデル

セッション層

OS

アプリケーション層

6層 プレゼンテーション層
5層

技術革新

OS

技術革新

コンピュター

制度・社会

簡略化

トランスポート層
ネットワーク層
データリンク層
物理層

出典：筆者作成
出典：Contents
DotCom作成

一方、こうした開放的な機器／プロトコル環境は、ユーザー主導型のサービス開発を
促進した。個人や企業、ベンチャーは、メールやホームページ公開にとどまらず、電子小
売店や動画共有、ネットテレビやネット電話など、ユーザーの需要に従って、様々なサー
ビスをインターネット上で開発していった。

このユーザー主導のサービス開発は、電話やテレビ、ラジオといった旧来の放送・通
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信サービスと好対照を示す。電話やテレビなどは、ネットワークと一体化しており、すべ
ての知的処理はネットワーク側に依存した。たとえば、多点間通話やキャッチフォン、ISDN、
IP-PBX など様々な電話サービスの高度化は、通信事業者主導（シーズ主導）で展開されて
きた。もちろん、ワン・ネットワーク・ワン・サービスという技術的制約がある中で発展
した電話やテレビ・ネットワークが、サービス開発においてもシーズ主導ですすんだこと
は当然だが、インターネットに比べれば、そのアプリケーションは多様性に欠け、開発ス
ピードも遅い。

こうして見ると、インターネットの開放性が、非常に短期間に全世界レベルでネット
ワーク構築が進み、現在でも、もっとも活発にサービス開発がおこなわれている理由とい
える。また、インターネットの開放性は B2C（Business-to-Consumer）で、その真価を発揮
する一方、その波及効果として B2B（Business-to-Business）関連の技術革新も進めた。

２．３．６．２

NGN／TISPANとインターネットの比較

次世代ネットワーク、特に TISPAN 型のネットワーク建設は今後長期にわたっておこ
なわれるだろう。また NGN／TISPAN 網におけるサービスも、現時点では具体的なものが
なく、インターネットと比較することは難しい。各通信事業者が今後、NGN／TISPAN 網
をどのようなビジネス・モデルにおいて運用してゆくかは、米国においても、日本におい
てもまだ分からない。

そこで前述したインターネットの成功要因をベースに、NGN／TISPAN 網との違いや
課題を考えてゆきたい。

NGN／TISPAN ネットワークを高所から俯瞰してみると、オール IP 化という意味で、
トランスポート・ストラタム部分はインターネットに似ている。一方、IMS をベースにサ
ービス・ストラタムを構築して、制御とデータ転送を区別する点ではインターネットと正
反対の特徴を持っている。NGN／TISPAN の設計思想においては、インターネットの長所
と電話などのレガシー網の長所を合わせようと試みているが、逆に、それが NGN／TISPAN
ネットワークの曖昧さ、運用の難しさを生み出している。

NGN／TISPAN の革新性とは何かと質問したとき、一般に「アクセス網を問わない高
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いセキュリティーと QoS にある」と答えが帰ってくる。これは、企業間ネットワークなど
B2B 分野では、重要な機能であり、インターネットが実現できないことでもある。しかし、
NGN／TISPAN の“B2B”分野における革新性は一般ユーザーに見えない。そのため、ア
プリケーションとサービスにあふれかえるインターネットに比べると、その答えはあまり
に具体性に欠け、陳腐に聞こえる。

このように考えてゆくと、インターネットと NGN／TISPAN の長所・短所が見えてく
る。

インターネットはネットワークにおける知的処理を排除し、すべてを端末ユーザー（企
業や個人）に開放した。その開放性と引き替えに、セキュリティーや QoS を犠牲にしたが、
同じ理由でユーザー主導サービス開発が実現でき“B2C”分野で大成功を収めた。

NGN／TISPAN では、逆に電話や放送のような伝統的サービスと同等のセキュリティ
ーや QoS を狙っている。スパムやフィッシング詐欺、ハッキングや情報漏洩など、インタ
ーネットが苦手とする部分を NGN／TISPAN は補強している。これによって、NGN／
TISPAN は“B2C”分野で課題を抱える一方、“B2B”分野で基幹サービスとしての位置を
占めてくるだろう。

まずB2Bを考えると、米国のオンライン・バンキングでは、アカウント・アグリゲー
ション・サービスが広がっている。これは自分の主要取引銀行口座にアクセスすると、自
分のクレジット・カード会社や借り入れ銀行、他行の口座などをひとまとめに参照できる
サービスだ。この場合、ユーザー名とパスワードに頼るインターネット的なアクセス手法
で主要銀行口座から他金融機関へのアクセスを許せば「成りすまし行為」を認めることに
なる。NGN／TISPANでは、ロケーション・ベースド認証が装備されるが、そうした高い
セキュリティー性は、こうしたB2Bサービスには欠かせない。また、ウェブ・アプリケー
ション／SaaS 73などが普及すれば、高いQoSが求められることになり、NGN／TISPANネッ
トワークの重要性も高くなるだろう。このように当面、NGN／TISPANネットワークはB2B
分野で大きな成果をあげてゆくことになるだろう。
逆に、NGN／TISPANネットワークがB2C分野でインターネットのような多彩なアプリ
73

Software as a Service。ネットワーク経由でソフトウェアを利用する技術・サービス。セ
ールス・フォース・ドットコムなどが有名。
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ケーションやサービス開発を狙うとき、その基本的な特徴が欠点となる。たとえば、放送・
通信融合サービス 74は、NGN／TISPANネットワークの目玉として議論されることが多い。
CATV／IPTV端末に電話機能を載せたり、STBから録画映像を携帯電話に転送する、ある
いは家電メーカーが自社のビデオ・カメラとSTBを無線データ網で直結する、といった融
合サービスが想定できるが、これらのサービス開発を促進するためにNGN／TISPAN網を
不特定多数にオープン化することは難しい。NGN／TISPAN網においては、開発者やサー
ビス・プロバイダーは通信事業者とライセンス契約あるいは利用契約を結ぶことが必要に
なる。また、その開発範囲も制限されるだろう。つまり、ユーザー（個人や企業）が、必
要に応じてNGN／TISPAN網のうえで自由にサービス開発することはできず、そのオープ
ン化は限定的 75となる。

結局、NGN／TISPAN 網における B2C サービスの開発については「どこまでオープン
化するか」
「どのようなルールを設定するか」の運用方法で大きく変わる。自由なサービス
開発を狙うなら、相当のオープン化をすべきだろうが、そうなればセキュリティーの確保
や QoS の維持は危険にさらされることになるだろう。

では、通信事業者に取って、適正なオープン化はどの程度のものとなるだろうか。米
国の状況を考えると、インターネットとの競争によってNGN／TISPAN網のオープン度は
決まってくると予想される 76。

技術蓄積の進んだ現在のインターネットにおいては、放送・通信融合サービスも実現
可能といえる。事実、携帯電話網や CATV 網のオープン化が米国では進み始めており、イ
ンターネット上での融合サービス環境は良くなって行くだろう。インターネットが融合サ
ービスを展開するにつれ、それと同程度のサービスを実現するために「通信事業者は NGN
／TISPAN 網の部分的自由化を進めてゆく」という状況が今後も続いてゆく可能性もある。

74

ただ、日本では規制問題および放送業界の懸念から通信事業者の IPTV 事業化が遅々と
して進まないように、放送・通信融合サービスはネットワーク技術の問題より、企業環境・
業界構造・規制制度などに左右される。
75
ベンチャー企業が、自由な発想で、試行錯誤を繰り返しながら NGN／TISPAN サービス
を開発するためには、通信事業者が開発コミュニティーに対して大幅な開放ルールを設定
する必要がある。
76
米国では AT&T もベライゾン・コミュニケーションズも、開発者コミュニティーには閉
鎖的な姿勢を示している。しかし、グーグルなどを筆頭にサービス開発環境の開放圧力は
高まっており、ここ数年で劇的に変化する可能性を秘めている。
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２．３．７

日米NGNの違い

ネットワークの次世代化は、2000 年前後から模索されてきた。それはつぎのような時代
背景を反映した動きだった。

1.

IP 技術が基幹系コミュニケーションでも利用できるレベルに達した。

2.

ネットワーク全体から見ても、IP トラフィックに最適化することが経済的な運営
形態になった。

3.

サービスが音声からビデオ／オーディオをベースとするマルチメディア・コンテ
ンツへと向かっている。

4.

携帯電話を中心にモバイル・ネットワークの需要が伸びてきた。

欧州でも米国でも、大手通信事業者（特に ILEC）は次世代ネットワークの研究を始めた
が、なかでも携帯データにおけるマルチメディア・サービス規格の整備を進めていた 3GPP
（The 3rd Generation Partnership Project）が、オール IP コア・ネットワークを提唱した“Release
4（2001Q2 公開）”、および IMS／HSDPA を導入した“Release 5（2002Q1 公開）を発表す
るあたりから、次世代網の基盤技術になると評価され注目された。

欧州系キャリアの規格団体であるETSIは、次世代ワーキング・グループであるTIPHON
（Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks）とSPAN（Services
and Protocols for Advanced Networks）を 2003 年に統合し、TISPAN（Telecoms & Internet
converged Services & Protocols for Advanced Network）を生みだし、前述の 3GPP／IMSと連
携しながらNGN／TISPAN Release 1（2006 年 2 月完了）へとNGN規格プロジェクトを発
展させてきた。また、ITU-Tの関係からアジアにも広がり、現在のNTT次世代ネットワー
クへとつながっている 77。
一方、米国の AT&T や Verizon Communications も 3GPP／IMS 規格が次世代ネットワーク

77

ITU-T（International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector）
系では 2003 年に NGN ワークショップと NGN-JRG がそれぞれに勧告を出し、2004 年 6 月
以降は FGNGN（Focus Group on NGN）にまとまって検討をつづけた。2005 年 12 月に FGNGN
は解散し、代わって SG11 と SG13 が発足して、現在、国際標準の勧告を進めている。現
状は、TISPAN が３GPP や ATIS など様々な業界団体と提携しながら具体的なドラフト作成
を進め、それに連携しながら ITU-T が勧告と標準化を行うという関係にある。
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のコア技術になると注目し、2003 年あたりから本格的な研究を進めている。その後、AT&T
が U-verse を、Verizon Communications が FiOS を構築する過程で、それぞれ 3GPP／IMS 規
格を取り込んでいったことは既に述べた。
米国の大手キャリアがこうした急激な動きを示したのは、大手 CATV 事業者がトリプ
ル・プレーで通信サービスに参入し、放送・通信の垣根を越えた事業者間競争が始まった
ことによる。そうした状況下で、いち早く放送と通信統合ネットワークの構築、トリプル・
プレーの提供を求められた大手電話事業者は、既にスタンダード化が進んでいた 3GPP／
IMS 規格を利用する一方、NGN／TISPAN 規格の整備を待っている時間はなかった。

こうして米国は欧州とは違う独自の NGN 網構築へと進んだ。現在は、米通信業界の規
格団体である ATIS（The Alliance for Telecommunications Industry Solutions）内に、NGN ワー
キング・グループがあり、3GPP や TISPAN と連携して活動している。また、前述のように
TMF を中心に米国のネットワーク事情にあった次世代 OSS／BSS の整備も進んでいる。

日本や欧州では BT（British Telecom）や NTT などが NGN 構築を華々しく発表し、大き
な注目を集めている。こうした欧州・アジアにおける通信事業者の立場は、NGN／TISPAN
規格による新しい通信アーキテクチャによる「新サービス創造／新市場の創出」という立
場をとっている。

一方、米国では業界間のトリプル・プレーを背景に、
「競争に勝てるコスト競争力／安価
で柔軟なサービス開発体制」を目指して次世代ネットワークの構築に結びついてきた。

このように背景を追ってみると、独自路線の米国と欧州系の次世代モデル（NGN／
TISPAN）を追いかける日本との次のような差違も明確に理解することができるだろう。

1.

欧米・アジアでは、NGN ブームが広がっているにもかかわらず、米国では NGN
という言葉が耳慣れない響きを持つこと

2.

米国の次世代ネットワークでは IMS が議論の中心であること

3.

AT&T や Verizon Communications は、欧州系 NGN 規格を尊重しながらも、一定の
距離を保ち、独自の次世代サービスを実現しようとしていること

日本の一部には、米国の大手通信事業者が NGN／TISPAN を提唱しないため、次世代
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ネットワークに取り組んでいないような誤解を持っているようだが、現実には米国大手キ
ャリアは次世代ネットワーク整備のトップ・グループに位置している。

２．４

欧州の動向

NGN は 2006 昨年夏に ITU からファーストリリース発表され世界標準になったが、NGN
発祥の地ともいえるドイツ、フランス、イギリスで、現実にどう動いているのかについて
みる。ヨーロッパにおける NGN を論じる際のキーワードはコスト削減、FMC、IPTV であ
る。NGN の次に出てくるポスト NGN は、我が国では新世代ネットワーク、欧州では未来
のインターネットと呼ばれている。NGN を進めながら、ポスト NGN をにらんだ動きが既
に顕著になっている。

２．４．１

ETSIにおけるNGNのねらい

ETSI（European Telecommunications Standards Institute）における NGN 標準化の内容をま
とめると下図のようになる。

図表 2.4.1-1 欧州の NGN のねらい

２００７年
サービス
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

アクセス
伝送機能

３Ｇ移動ネットワーク

固定通信ネットワーク

無線仕様
⇒ ＩＭＳ仕様

有線仕様
複数の有線網
（ＩＰ/交換）

複数の無線網
（ＩＰ/交換）

２０１×年
サービス
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

アクセス
伝送機能

ＦＭＣの推
進
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
の相互利用

ＩＭＳ仕様（＋ＡＰＩ）

単一の有線網（Ｉ
Ｐ）

単一の無線網（Ｉ
Ｐ）

安価でＱｏ
Ｓ・ｾｷｭﾘﾃｨ
確保

今後、ＩＰＴＶ、モバイルＴＶとも共有検討

出典：NICT 欧州パリ事務所
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欧州 NGN のねらいをネットワークという点からみる。現状は、3G の移動通信のネット
ワークと固定通信のネットワークが個別に構成されている。特に固定通信のネットワーク
の場合には、サービスアプリケーションとアクセス伝送機能が一体のものとして機能して
いる。これを、2011～2012 年頃までに、固定通信のネットワークをサービスアプリケーシ
ョン層と伝送機能（トランスポート層）に分離し、サービスアプリケーション層を 3G 移
動ネットワークに対応した IMS で統一的に構築する。その上で、伝送機能についてもオー
ル IP 化し、
ネットワーク全体をシンプル化することが欧州 NGN のねらいであるといえる。
サービスアプリケーション層については、既に 3GPP が作成した仕様である IMS を固定通
信網に採用することによって、固定ネットワーク、移動ネットワークのアプリケーション
を相互に利用できるようにする。

ネットワークのオール IP 化を実現し、ノード数を削減し、ネットワークをシンプル化す
ることにより、キャリアのコスト削減を図ることが二つめのねらいである。これを進める
に当たって重要なことは、オール IP 化されても、現状の PSTN が提供されている QoS、セ
キュリティを最低限確保していくことである。

（１）FMCの推進（ネットワーク融合）

FMC の推進は NGN における当面の目標であり、将来は IPTV やモバイル TV のサービ
スも含んでいくことになる。これらのサービスも含めて全体のネットワーク融合が進み、
サービス伝送機能のレイヤでアプリケーションの相互利用が進む。

そもそも、NGN の標準化を進めるにあたっては、産業界から NGN を介したシナジーを
求める声が大きく、固定ネットワークと移動ネットワークの融合（FMC）に強い関心が示
された。少なくともアプリケーションに関する限りは、アクセス方法とは独立して顧客に
提供したいとの要望があり、固定回線の顧客が本来は移動回線用に開発されたアプリケー
ションを利用したり、逆に移動回線のユーザが固定回線用のアプリケーションを利用した
りすることを可能とすることが必要であった。

（２）品質が確保された安価なネットワーク

２点目は、安価なネットワークを提供したいという要望である。BT（British Telecom）
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やドイツテレコムでは、固定電話回線の収入の大幅な落ち込みが問題化している。こうし
た落ち込みの中で、コスト削減、合理化を徹底的に進め、かつ品質が確保された安価なネ
ットワークをオール IP で作っていくという戦略が打ち立てられた。
しかし、どの通信事業者も FMC の推進に積極的であるわけではない。FMC 以外に NGN
に何が残るのか。通信事業者の最大の関心は安価なネットワークである。これは PSTN や
ISDN の代替であり、それを IP ベースの技術で NGN に移行していくということがねらい
であるため、PSTN や ISDN に新しい機能やサービスを付加することはせず、現行機能を
NGN で再現することに徹している。現在ユーザが利用している端末に変更を加えることな
く、擬似 PSTN 環境を作ることによって、ユーザに迷惑をかけることなくネットワークコ
ストを下げていくということである。2004 年９月に BT が発表したオール IP 化計画によれ
ば、年間 2,400 億円のコスト削減が実現できるとされている。

NGN は夢のある言葉であり、NGN のプレゼンテーションをする際には、網機能を ASP
に開放し、新しいサービスなどを行うといったことが強調されるが、現実は現行のサービ
ス水準を維持したうえで、安価なネットワークに移行していくということが基本的な流れ
である。NGN への移行に当たっては、融合サービスが現在よりも自然に、かつスムーズに
可能となるようにプロトコールを作っていくという方向にある。

２．４．２

ETSI/TISPANにおける標準化動向

2006 年７月に ITU で NGN のファーストリリースが策定されたが、ETSI でのファースト
リリースは 2005 年 12 月であり、これが 2006 年になって ITU で世界標準として定められ
た。中心的な技術に 3GPP で策定された IMS を採用している。

この標準化された規格は、本来は IMS を採用しているので固定、移動で相互に利用され
る共通プロトコールであるはずだが、実はそう簡単ではない。固定 IMS と移動 IMS の間
には若干の齟齬が残っている。その点については、協調度合をあげて、より使いやすいよ
うにしていかなければならない。実際に、フランステレコムあたりからは、IMS について
移動、固定間でより協調度の高いものを作るようにとの厳しい注文も出ているといわれて
いる。ETSI、3GPP は共同でこうした課題に対する検討作業を行っている。

さらに、移動性の強化やセキュリティの強化、IPTV との接続性をより強固なものにした
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セカンドリリースを 2007 年末までに策定することが当面の目標である。

ETSI の一つのプロジェクトである TISPAN（Telecoms & Internet converged Services &
Protocols for Advanced Networks）における NGN の議論は、固定回線の事業者だけ進めてい
るわけではなく、3GPP と共同で作業を進めるという体制になっている。携帯電話の民間
標準化機関である 3GPP は、物理的なオフィス自体も ETSI の本部の中にある。組織上は、
3GPP は ETSI の機関ではないが、実質的には組織的にも、仕事の場所という点においても
一体として作業を進めている。現在行っていることは、固定とモバイルを IMS で統合し、
融合ネットワークをつくるということである。

ETSI/TISPAN と 3GPP が連携して作業を進めているのは、固定と移動のそれぞれの IMS
の協調性の改善を図るということが最大の理由である。

ETSI/TISPAN による最新の NGN 構造図を以下に示す。トランスポートレイヤとサービ
スレイヤが切り分けられ、サービスレイヤはアプリケーションレイヤまでは原則として一
枚岩となっている。Management Functions がトランスポートレイヤに付き、トランスポー
トレイヤには公衆網や他の IP 網が接続されている。

図表 2.4.2-1 ETSI/TISPAN の NGN 構成
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ETSI/TISPAN としては、特定の通信事業者などが国際標準化された規格に対して特殊な
網を作ることに警戒感を持っている。特に国際市場の中で影響力の大きな通信事業者は、
国際規格にしたがって NGN の導入を進めて欲しいという要望を有している。こうした観
点から、通信機器事業者など通信事業者以外の関連業界とも適切な連絡をとっていく考え
を有している。

Parlay の動きは、ETSI/TISPAN、3GPP とは別の動きと位置付けられている。各テーマ、
グループごとに独立して検討が行われ、適宜必要に応じて調整が図られているものといえ
る。

２．４．３

NGNとは何か

日本では、NGN というと光を用いた高機能なサービスであるというイメージがある。し
かし、NGN という用語を Wikipedia で検索すると、「Next Generation Network (NGN)とは、
FMC と呼ばれる固定・移動体通信を統合したマルチメディアサービスを実現する、IP 技術
を利用する次世代電話網である」となっている。これはヨーロッパの考えに近い。ヨーロ
ッパで NGN を考えるときには、NGN は ITU で標準化された規格を用いたネットワークと
解釈される。そして、NGN のコアネットワークとアクセスネットワークを分けて議論して
いる。日本ではアクセス網を含めて NGN というイメージを作り出しているが、日本の解
釈はいわば広義の NGN であるといえる。

ヨーロッパのこうした考え方もあり、NGN のコア部分とアクセス網の高度化を分けて議
論する必要がある。例えば、フランスの通信規制庁が一般的に使っている NGN の定義に
よると、
「NGN は、アクセス技術や端末にかかわりなく、IP プロトコール及び唯一のアー
キテクチャ上で、様々な種類のトラフィックを伝送できる新世代のネットワーク」とされ
ており、アクセス網については触れられていない。FTTH/FTTC、ADSL、ADSL2 であれ、
それらは NGN とは関係がなく、コアネットワーク側が IP 化されていることがポイントで
ある。ヨーロッパにおける NGN はアクセス網に関係ない次世代コアネットワークと考え
ればよい。要するに、コスト削減や FMC のような融合サービスを推進するものである。

一方、ヨーロッパでは NGA という言葉もよく使われる。これは、次世代アクセス網と
いう意味である。ヨーロッパのキャリアも、ADSL を一段階上の ADSL2（25Mbps）あるい
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は FTTC（饋線点まで光、その先は VDSL）にする、さらには FTTH 化するという高速化
計画を有しているが、これは IPTV を推進するために必要なネットワークに高度化してい
くという位置づけとなっている。次世代コアネットワークを進めていく目的と、NGA を進
めていくことついては目的も異なり、計画を進めるスピードも異なる。

２．４．４

ドイツテレコムの基本戦略

（１）基本戦略の概要

ドイツテレコムは移動網、固定網の両方のサービスを提供しているので、ドイツテレコ
ムの基本戦略を分析すると欧州の状況が見えてくる。2007 年 3 月にドイツテレコムが発表
した基本戦略図を下記に示した。

図表 2.4.4-1 ドイツテレコムの基本戦略
単位：10億ﾕｰﾛ

２０１０年：ＩＰＴＶ１５０万加入
アクセス網の高速化計画

年率

付加価値･ＩＰサービス

IPTVとﾓﾊﾞﾙｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
に関する大胆な新機軸

年率

携帯電話

コアビジネスの利潤最大化

固定ブロードバンド

・携帯市場のシェア安定化
・ブロードバンドの推進
・ＰＳＴＮ回線の赤字削減
コスト構造の抜本見直し

固定電話
１兆円以上の減収

ＮｉＣＴ

2010年：42-47億ﾕｰﾛ削減
出典：ドイツテレコム報道資料

ドイツテレコムの売上の推移をみると、2006 年から 2010 年にかけて７～８兆円の規模
である。2006 年は決算実績値であり、2010 年は見込値である。重要なポイントは固定電話
の動向で、2006 年には 148 億ユーロ（約２兆 4,000 億円）の固定電話収入があった。これ
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が４年後の 2010 年には 83 億ユーロ（約１兆 3,000 億円）になる。つまり、４年間で１兆
円以上の減収になると見込んでいる。固定ブロードバンドの収入については、現在 31 億ユ
ーロであるが、今後順調に増加し 2010 年には２倍強にまで拡大して、64 億ユーロになる
と見込まれる。携帯電話は 212 億ユーロであるが、ほぼ頭打ちとみている。携帯電話につ
いてはユーザが増えても、価格競争が厳しいので頭打ちになるというのが基本認識である。

しかし、こうした状況の下で何も手を打たずに進むと、ドイツテレコムの収入は年率マ
イナス 1.7%で減少することとなる。これをプラス成長に転じるために何を行うか。付加価
値・IP サービスを 67 億ユーロから 111 億ユーロに増加させる。そこまで拡大させれば、
グループとして年率 1%の成長が確保できる。そのために、IPTV とモバイルインターネッ
トの分野で収入を上げることができるようにしたいというのがこの基本戦略である。

全体のコスト構造の抜本的な見直しも必要である。この点についてみると、2010 年の段
階で年間 42～47 億ユーロ（約 7,500 億円）のコスト削減を実現していく。コスト削減の中
の大きな要素は NGN であり、7,500 億円コストダウンする中の 2,000 億円は NGN 化で実
現していく。残りは人員削減や合理化で実現する計画である。

増収基調の経営を実現するための柱は、IPTV とモバイルインターネットである。モバイ
ルインターネットに関しては、固定系のコンテンツを移動系にコンバートして、Web2.0 の
活用をはかる。IPTV については、2010 年に 150 万加入を目標として設定し、現在の ADSL
の高速化をはかっていく。

ドイツテレコムの公表資料によれば、2006 年末の段階で、ドイツの 10 都市で IPTV のサ
ービス提供が開始されている。しかし、2006 年末の段階では、実際の加入者はほとんどい
ない。IPTV のサービスは FTTC+VDSL をアクセス網として利用している。日本では、光
に対する信奉が強いため、高速アクセス網の整備を光化計画といっているが、ドイツテレ
コムではこれを VDSL サービスといっている。これは、ユーザが端末を変える必要がない
というイメージを強く出したいためと考えられる。光を前面に出すと、ユーザが端末を変
えなくてはいけないと考えてしまう可能性があり、それを避けるために VDSL は ADSL の
進んだものであるといっている。

2007 年中に 700 都市で ADSL2+に、2008 年には VDSL を 50 都市に拡大する計画である。
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全体としては、750 都市で高速化を図る。IPTV を提供するためには、最低 ADSL2+が必要
で、将来の高画質の提供を考えると VDSL が必要と認識している。アクセス網の高速化計
画は、IPTV を提供するために進めるものであるが、現時点ではドイツに FTTH の計画はな
い。FTTC を戦略都市に限って提供し、一般都市では ADSL2+、ルーラルエリアは現状の
ADSL で進めるという計画である。少なくとも NGN の段階では、こうした構造で進める
ことになろう。

（２）FMC

ドイツの通信市場を語るに当たっては FMC に触れなければならに。現在ドイツにおけ
る FMC の加入者はほぼゼロである。しかし、FMS は大きくブレークしており、少し古い
データによれば FMS の加入者は 750 万にのぼるとされている。FMS を提供しないと、モ
バイルマーケットのシェアがとれないため、キャリアとしてはなんとしても FMS を提供し
ないといけない状況にある。

携帯電話は便利であり、利用者はどこでも携帯端末を使う。電話番号の登録、スケジュ
ール管理などを携帯端末に登録している人も多い。これは、ドイツ人も同じである。した
がって、家の中でも携帯電話を使いたいというニーズが非常に高い。しかし、家の中には
固定電話があり、IP 電話であれば無料になる。料金的には固定電話の方が安いので、家で
は固定電話を使わざるを得ない。携帯端末を使って固定網に入れるようにすれば、固定網
の収入になる。これが FMC である。

FMC は 2005 年に BT が最初に商品化した。ドイツテレコムは、移動網、固定網の両方
のサービスを提供しているため、FMC を導入するという要望を有していた。しかし、ネッ
クとなったのは、携帯端末からアクセスする場合、WiFi 経由でモデムに入らないといけな
いという点である。WiFi あるいはブルーツースで接続するためには、その機能を有した新
しい端末を購入しないといけない。日本と異なり、欧州の端末メーカーはキャリアの言う
ことを必ずしも聞かない。そのためにドイツにおいて FMC はあまり伸びなかった。

一方、同じ携帯電話を利用するが、家で安く使えればよいという仕組みが FMS である。
自宅外で利用しているときには通常の携帯電話である。ユーザがある地点を登録する。登
録地点から 500m～２km をホームゾーンとし、基地局がホームゾーンに入ったことを関知
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すると、固定電話と同じ料金体系で課金する。技術的には、基本的に携帯電話であるが、
携帯電話の所在地を基地局が把握しているため、登録したエリア内に入ると、IP 電話と同
じ料金（たとえば無料）にする。これはディスカウントサービスである。
この仕組みを導入したのは、BT から切り離された O2 のドイツ子会社である。O2 はド
イツでは移動通信網しか持っていなかったために、FMS をディスカウントサービスとして
導入した。これがヒットし、それによって O2 Germany は他の携帯電話事業者のシェアを
大幅に奪い取った。ドイツテレコムもこのままでは勝てないということになり、FMS サー
ビスを導入し、一方で、FMC は 2007 年３月に撤退を決めた。結果として、固定電話収入
は著しく下がってきている。
ホームゾーンは、一般にユーザの自宅の 500m～2km の範囲であり、技術的にみてもキ
ャリアにおけるコスト削減効果はなにもない。そこで注目されているのはフェムトセルで
ある。ヨーロッパの通信事業者のねらいは、高度サービスよりも融合サービス、バンドル
サービスで全て取り込みたいという発想である。ADSL とフェムトセルをバンドルし、フ
ェムトセルで全ての通話を囲い込む。家の中だけをカバーするのであれば通信距離も小さ
くなり、高速化も図れる。また、現行端末を変える必要もない。日本には今のところ FMS
はないが、ドイツではマーケットシェアを獲得するための方策として使われている。これ
はイギリスやフランスにも影響を与えている。

（３）NGF

ドイツテレコムの言葉そのまま使っているが、ドイツテレコムでは NGN+NGA をあわせ
た総合戦略として NGF（New Generation Factory）というコンセプトを掲げている。

NGF の目的は 3 つで、第一にはコストの大幅削減であり、2012 年に 12 億ユーロの削減
を果たすということなので、これは日本円では約 2,000 億円に相当する。さらに、コアネ
ットワークを NGN にすることによって、シンプルなネットワークで、新しい商品を早く
市場に出せるようになる。こうしたことも含めてパフォーマンスと顧客サービス水準の改
善をはかっていく。また、柔軟性も増大する。

ドイツテレコムの CEO は、ドイツにおける PSTN 回線の完全巻き取り期限は 2012 年に
設定していると明言している。
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IPTV で 150 万加入を狙うという目標については、まだ実現していない。2007 年の８月
末で２万加入である。しかし、本気で号令をかけ、営業戦略を強化し、2007 年９月には一
ヶ月で５万加入を達成した。年内には 25 万、2010 年には 150 万加入という計画を立てて
いる。

ここでいう IPTV は、地上波は当然見られるので、CATV に近い。地上波で見られない
番組をキラーコンテンツとして追加する。さらに、VOD サービスなどで付加価値を上げる。
ドイツ人はサッカーが非常に好きであるが、一部リーグあたりになると放映権も高く、コ
マーシャル収入でまかなっている地上波放送局ではその放映権を負担しきれないため、放
送されないことが多い。ドイツテレコムでは、これを IPTV 専用のチャンネルとして放映
し、キラーコンテンツとする考えである。

２．４．５

フランステレコムのNGN

（１）基本戦略の概要

フランステレコムの場合には、BT やドイツテレコムほどコスト削減を前面に打ち出し
ているわけではない。PSTN 回線の巻き取りは 2008 年から始めるが、完了年は未定となっ
ている。その理由としては、1980 年代に導入した第２世代の交換機がまだ使えるためであ
る。交換機が老朽化したら順に NGN に置き変えていくというのが基本的な考え方である。
したがって、その意味ではいつ完成するか見えない。
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図表 2.4.5-1 フランステレコムの NGN の基本戦略

①
バンドル
サービス

固定/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ/携帯電話
サービスプラットフォームの共通化

ＰＳＴＮ回線のＮＧＮ
への巻き取りは
２００８年から開始

②
固定/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ/携帯電話
共通端末の開発

③

完了年は未定

2005

2006

2007

ＮＧＮ融合
サービス

アクセスネットワーク

融合サービス

コアネットワーク
融合サービス

2008
出典：フランステレコム提供資料

フランステレコムは、融合サービスに非常に強い関心を持っている。2005 年にはサービ
スのバンドルで一種の融合サービスを始める。ネットワーク的には別のものであるが、2005
年にはバンドル商品を出している。固定電話、インターネット、携帯用の共通端末を開発
して、2006 年 10 月には FMC サービスを開始した。この FMC 端末で、あるところでは移
動網に入り、あるところではモデムを介して固定網やインターネット網に入っていくとい
うアクセスネットワークの融合サービスを開始している。第３弾として、コアネットワー
クベースでの融合サービス（NGN）を始めたいという意向も持っている。

（２）IPTV

ドイツはこれから IPTV を開始するという状況にあるが、フランスでは既に非常に多く
国民に利用されている。フランスの世帯は日本の約半分の 2,540 万世帯であるが、どのよ
うにして地上波のテレビ番組をみているかについてみると、2006 年末の段階で衛星が 590
万世帯、CTAV が 410 万世帯（大部分は都市型 CATV ではない）、ADSL は 220 万世帯であ
る。重複がないとすると、地上波以外で見ている人は約 50%になる。2007 年 3 月末には、
ADSL 加入者数は 330 万人になり、全体の 13%となっている。
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図表 2.4.5-2 フランスの TV の視聴方法

２，５４０万世帯のアクセス手段別内訳
［注：衛星、ＣＡＴＶ、ＡＤＳＬ間の重複はないと仮定］

２００６年末現在
330万
13%へ
出典：NICT 欧州パリ事務所

最近ではモバイルテレビが流行し始めている。このモバイルテレビは日本でいうワンセ
グではない。ADSL を使った IPTV と同様に、3G 回線を利用して番組を流している一種の
IPTV である。月に 10 ユーロ支払うと、地上デジタル放送の 18 番組に加えてそれ以外の
50 番組を視聴することが出来る。

こうした市場になっているため、フランステレコムとしても IPTV をサービスしていか
ないといけない状況にある。新聞報道では、フランステレコムはルビコンを渡ったと報道
されていたが、放送局のステータスを得てスポーツ専門チャンネルを開設した。オレンジ
TV という放送局である。これは、スポーツ番組を調達する予定で交渉していたが、他の
有料放送事業者が了承しなかったため、そこまで反対されるのであれば、自社で ADSL 上
の放送局を開設しようということになったものである。既存の有料放送事業者からは非常
に強い反発が出ている。フランステレコムも固定電話収入の大幅減がみられ、IPTV によっ
て利益を上げていかなければならい状況にあるため、背に腹は代えられないといえる。

（３）フランスのクワドロプルプレイ

フランステレコムのクワドロプルプレイは、自宅内のモデムに IP 電話がつながり、WiFi
で「ユニック（unik）」という FMC サービスを受けることが出来るようになっている。家
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の中では WiFi でブロードバンド環境を享受することが可能である。フランスのブロード
バンド加入者数は約 1,400 万で、世帯数の半分に到達している。ただ、FTTH はなく、ADSL
によるサービスが主流である。そのうち 330 万は IPTV に加入しているので、全ブロード
バンド加入者の 1/4 程度が IPTV を見ていることになる。

図表 2.4.5-3 フランスのクワドロプルプレイ＋αの例
モバイルＴＶ

電力線ネットワーク

ＩＰＴＶ

ＩＰ電話

コンセントに挿入

AV 接続

モデム

Ethernet 接続

WiFi 接続
TV ﾃﾞｺｰﾀﾞ
WiFi 接続
携帯電話

居 間

書 斎
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ

仏のﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加入者数 約１，３６８万［2007年3月末］
うち ＩＰＴＶ加入者数 約 ３３０万［全体の２４％］

出典：NICT 欧州パリ事務所

日本と異なるのは、IPTV を見る部屋はブロードバンドを使う部屋と異なるという点であ
る。サービスメニューの中には、PLC がセットとなっているものがあり、コンセント経由
でテレビのある部屋に接続しデコーダーを通してテレビを見ることになる

現在の新しい商品は、FMC ではあるが、トリプルプレイを主軸としている。フランステ
レコムのブロードバンドのシェアは５割弱である。新規事業者はトリプルプレイしか出し
ていない。そのサービスに加入すれば IPTV が見られる。

各社が IPTV を放送し、トリプルプレイで競争する市場にあっては、差別化要因は二つ
しかない。ひとつは価格であり、もうひとつはテレビの品質である。今後フランスにおい
てもハイビジョンの導入が見込まれている。早ければ 2008 年前半にも始まるといわれてい
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る。こうした中で、ヨーロッパで唯一 FTTH 化を打ち出しているのは、フランステレコム
やその他の事業者だけである。ドイツテレコムでは、FTTC+VDSL（日本でいう FTTR）を
進めていくということであるが、フランスは ADSL2+では競争に勝つことができないため、
都市部を中心に FTTH 化していくことが必要であると考えている。。

IPTV については、戦略都市は FTTH、一般的には VDSL2+、ルーラルはメタルのままの
ADSL ということになる。フランステレコムの NGN 計画では、VDSL を伸ばすのか、FTTH
を伸ばすのかは全体の技術開発によるとされている。

図表 2.4.5-4 フランステレコムの NGA 計画
カバー率

出典：フランステレコム公表資料

ドイツテレコムやフランステレコムの技術系研究者によると、2015 年頃には FTTH にな
る可能性があるかどうかという点について、少なくとも FTTC までは必要であるが、その
先はメタルも技術開発で速くなるはずであり、末端は移動網の利用が進むのではないかと
いう見方もある。FTTC まで実現するという意思決定はしやすいが、その先については今
後の技術開発をにらんだ議論があるところである。

フランスの NGN に関連しては、FTTH については政府目標が出ている。フランステレコ
ム、及び同社の競争相手も含めて 2012 年に 400 万加入を目指す。あとは、可能な限り FTTR
化を進めていく。これも全て IPTV のためである。具体的サービスがあって、そのための
インフラ整備という考え方である。
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FMC と FMS については、2006 年後半から参入が始まった。オレンジはフランステレコ
ム 100%所有の携帯子会社である。そのこともあり、同社は固定網を大事にしたいという
ことから FMC で参入した。固定網を持っていない携帯第２位の SFR は FMS で参入した。
フランスでは、加入者数は余り公表しないが、オレンジの FMC 利用可能な端末の出荷台
数は 25 万に及んでいる。これに対してドイツは 750 万といわれている。ドイツもフランス
も、クワドロプルプレイで全て囲い込む方向で動いている。しかし、ドイツは FMS という
擬似移動・固定融合サービスがかなり進んでいる一方、IPTV はこれから進めていく段階に
ある。フランスは IPTV が本格化しており、これから FMS、FMC を進めていく段階にある
といえる。

２．４．６

イギリス

フランステレコム、ドイツテレコムは移動・固定の両方のサービスを提供している。イ
ギリスでは、2000 年に携帯電話の周波数帯のオークションがあり、BT は全体で 4.5 兆円
の資金を投じた。これによってかなりの赤字が発生し、携帯事業の O2 を完全に切り離し
た。現在、O2 とは資本関係、協調関係ともにない。

イギリスのマーケットは、融合サービスに向けてダイナミックに動いている。2006 年の
通信放送業界で起きた再編を下表に示した。

図表 2.4.6-1 英国の通信・放送業界再編例（2006 年中）

放送・固定･移
動型

固定・移動型

●
・
･
・

ＮＴＬ［英国最大CATV事業者］
ＮＴＬがTelewest Global (CATV)を買収 [英国唯一のCATV事業者へ]
ＮＴＬがVirgin Mobile (英国で最初のＭＶＮＯ:400万加入)を買収
NTLとITV (英国最大民放)との買収交渉が表面化。ITVは拒否

① Ｏ２（ＭＮＯ）がBe Un Limited (ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ)を買収
② ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝがＢＴと事業提携［2007年1月:ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ開始］
③ Carphone Warehouse(※)がAOL英国ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続事業を買収

06年 3月
06年 7月
06年11月
06年 6月
06年 9月
06年11月(注)

※ 電話、ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ、MVNO等の事業者

放送・固定型

● O2 (MNO)がＢＴと提携交渉開始の報道
● オレンジがWanadooと統一ブランド（オレンジ：仏国内に同調）

06年10月
06年 5月

① BskyB （衛星放送）が、Easynet (ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ)を買収
② Tiscali (ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ)が、Video Networks LTD［ＩＰＴＶ］を買収

06年 3月
06年 8月(注)
(注)買収の合意時期

出典：在英日本大使館作成資料
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この表で、放送・固定・移動型は、バンドルサービスを提供するための基盤を作るため
に、経営再編、事業再編をしている例である。また、固定・移動型、放送・固定型など、
ダイナミックな再編例があるのは、融合サービスを展開していきたいというところにねら
いがある。
（１）BTの基本戦略

世界に先駆けて PSTN を含めオール IP 化を出したのは BT である。2004 年 6 月に 21CN
（21 Century Network）計画を打ち出した。2011 年に PSTN を含め、NGN への移行を完了
させるということを公表し、その計画に沿って NGN への移行を進めている。21CN は BT
のビジョンであり、いわば BT 版の NGN と呼ぶことができる。BT の既存のネットワーク
をみると、多段階に継ぎ足されたさまざまなバックボーンが並列的に存在しており、その
間を複雑な構造で接続している。エンドユーザとの接続を見ると、カッパー、ファイバー
もあり、これも複雑に絡み合っている。こうしたネットワークは、必然的にコストがかか
る構造となっていることから、こうしたネットワーク構造を、NGN によってシンプルにし
たいというのが、BT の最大のねらいである。NGN への移行によって、年間 10 億ポンド（約
2,400 億円）のネットワークコストを削減できるとしている。

実際に、PSTN 回線については、2006 年 11 月に南ウェールズで先行的に始まった。その
結果を評価しながら、2008 年からブロードバンドサービスを早期に全国展開をしていく。
PSTN 回線については、2010 年頃におおむね終わらせ、2011 年に完全に終わらせるという
ことで進めている。21CN におけるタイムスケジュールを下記に示す。
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図表 2.4.6-2 BT の 21CN におけるタイムスケジュール

上記のように、ネットワークコストの削減は着実に進めているが、BT の NGN 計画は、
2008 年からの ADSL2+への移行であり、光化計画は打ち出していない。日本、韓国は FTTH
を全面的に進めていく。フランスも FTTH を戦略として進めていく、ドイツでも、FTTH
ではないが FTTC で進めていくなかにあって、BT はこれで良いのかという声はある。産業
界の中では、オフコムの政策が BT の投資意欲をそいでいるのではないかという指摘があ
り、現在競争政策を見直すべきかについて、2007 年 12 月に向けて意見を聞いているとこ
ろである。2008 年に見直すべきか、続けるべきか、さらに強化すべきかの選択肢を詰めて
いくことになる。。

何のために高速化が必要かという点でみると、フランスやドイツは IPTV 化を進めると
いう理由が大きい。それを前提とすると、イギリスと、ドイツ･フランスは市場が異なるよ
うに思える。ドイツ、フランスでも CTAV はあるが、都市型 CATV ではない。両国では、
高速回線というとほとんどが DSL である。一方、イギリスでは CTAV インターネットがか
なり普及している。CATV インターネットのユーザは 310 万人にのぼり、ブロードバンド
ユーザの 1/4 を占めている。フランスやドイツで実現しようとしている IPTV やトリプルプ
レイを、イギリスでは既に CATV が実現してしまっている。
イギリス最大の CTAV 事業者である NTL が、コンテンツの調達を強く打ち出している。
NTL は Telewest Global を買収して基盤を強化し、Virgin Mobile（MVNO で携帯サービスを
行っている）を吸収合併して、FMC が実現できる体制を追求している。映像コンテンツ、

163

FMC、クワドルプルプレイに向けた動きが、CATV 事業者から強く出てきているのが現状
である。

（２）ネットワーク戦略

上述の通り複雑なネットワーク構造を単純化するということが、BT の最大のねらいで
ある。現状と単純化されたネットワーク構成図を下図に示した。5500 あるエンドユーザと
の接続サイト、及び 2000 ある中間的なサイトを、5500 の単一の規格を持ったサイトに置
き換えることが、21CN を実現するための主要な計画である。ネットワークをシンプル化
することによって、2011 年にはメンテナンスコストを 40%削減することが目標値である。
プロトコールの模式図をみても、かなりシンプル化されている。

図表 2.4.6-3 BT の従来のネットワーク構成
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図表 2.4.6-4 BT の NGN におけるネットワーク構成

（３）BTにおけるNGNビジネス

BT のサービス・ストラタムにおける NGN ビジネスは、テレコムサービスのプラットフ
ォームビジネスとしてとらえられている。電話、ブロードバンドについては、サービスを
継続するが、高付加価値サービスについては、エンドユーザに対する直接的なサービスか
らは一歩引いた立場として位置付け、BT 自身では一切行う予定はないとされている。

具体的には、BT は SDK の提供によるサードパーティのサービス開発を促進するという
戦略を打ち出している。これは、NGN によってインフラが事実上仮想化される。それに対
して SOA 開発用の SDK を提供していく。BT は、SDK とパッケージになっている API を
提供し、API の使用料を課金していく。API の一部には無料のものもあるが、安いもので
はワンヒット単位で 0.2 ポンドとなっている。サービス部分は、この課金収入でまかなっ
ていくことにしている。
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図表 2.4.6-5 BT の NGN におけるビジネス構造
BT and 3rd-party
Applications, e.g.:
Voice, Video,
Messaging,
Finance, File
sharing, etc.
21C Operating
System:
Abstraction layer,
Service enablers,
Open interfaces

Application

Video
Application

File Sharing
Application

Voice
Application

Messaging
Application

Finance
Application

Service Wrap

… etc

Controlled Exposure
Authentication

Session
Control

QoS
Control

… etc

Abstraction
BT’s 21C Network

21CN Infrastructure:
21C Network,
IT infrastructure

IP-MPLS-WDM

Multi-service access

Converged core

BT は既に Web21CSDK と呼ばれる開発センターを開設しており、そのサイトから SDK
をダウンロードして、それぞれのベンダーはそれを元に開発をしていく。ANI は、当初か
なり貧弱な形でスタートすることになるが、サードパーティがアプリケーションを搭載し
ていくことによって、高度化をしていくことになる。Messaging、Voice Call、Conference Call、
Authentification、Inbound SMS、CallFlow については、API の形態で提供するので、これを
元にマッシュアップした形で、別のアプリケーションを作ってくれればよい。

図表 2.4.6-6 Web21CSDK のポータル
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この BT の SDK/API を利用した SOA は、データが原則 BT のプラットフォーム上を行き
来することになるため、このデータの蓄積を了解してもらう。そうすると、トランザクシ
ョンデータが BT のプラットフォーム上に蓄積されるため、それを活用して、何らかのサ
ービスの高度化を図っていくということも考えている。BT 自身もある種のサポートサー
ビスを開発する際の入り口として使う。これは、Google などが API を開放し、マッシュア
ップを促進し、その裏では API を利用する度にデータが蓄積していくという方法と極めて
似ている。つまり、SDK を提供し、API を公開してサービスの開発を促進するが、利用し
た SDK の使用料と、そのサービスにかかわるデータの使用権は、BT のプラットフォーム
上に蓄積してもらう。BT としては、こうしたサービスを開発して欲しいため、本来は全
て有料にすべき API/SDK の提供を、プロモーション的に一部無料にしている。データを
BT のプラットフォーム上に蓄積し、ソフトウェアの API を BT のものに特化してもらうこ
とによって、ロックアップ効果を狙っているといえる。サードパーティを支援することに
よって、プラットフォームを強化していくという考え方である。

BT がアプリケーションレイヤに進出しない理由の一つに、政府のレイヤごとの強い規
制がある。BT としてはインフラレイヤ（基礎サービスのレイヤ）にとどまっていること
が、法の要請である。アクセス系の回線貸しには強い規制がかけられており、原価がカバ
ーできるレベルである。QoS 当たりになると、収入が実現できるが、アプリケーションの
レイヤになると、中立性の問題が発生してしまうために踏みとどまっているという状況に
ある。その背景には、BT の事業体系は政府規制によって導入されたものであるという状
況がある。つまり、政府規制は、全体として市場を合理的なものにしており、BT の合理
化に結びついているので歓迎するという立場でもある。

NGN として API を公開すると、Skype がサービサーとして参入し、ネットワークを土管
として利用し、安価で電話サービスを行うという危険性がないわけではない。つまり、BT
的なアプローチを Skype などが参考にする可能性は否定しきれない。BT の戦略としては、
Skype よりも先にサービスをスタートして、市場を確保していくことが 21CN の核心部分
である。
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（４）NGN時代のデバイス

ホームゲートウェイの一種である汎用クライアントユニットを考えている。これは、
VGA ポートや USB コネクターが付いており、超小型のユニットコンピュータである。こ
れがゲートウェイであり、外部の機器を利用して、さまざまなコントロールをしていく。
このコンピュータがどのようにコントロールするかというと、これは通信機能しか持って
いないため、サービス開発業者が開発するアプリケーションが機器を操作する。BT 自身
が特定のプロトコールを決める形は考えていない。

アメリカのアプライアンスメーカーなどは、ホームゲートウェイではなく PC を利用し
て同じような役割を持たせているが、それについては「やっかいな競争者」という見方を
している。しかし、これは排除できないので、BT が今後生み出していくと思われるユニ
バーサルなゲートウェイを使ったサービスと機器の連携サービスとの競争になると予想さ
れる。しかし、NGN プラットフォームで一定の収入を得ることになるので、PC 系からの
アプローチについての強い拒否感はない。なお、このホームゲートウェイについて、国際
標準化する考えは今のところない。

（５）FMCサービス

BT の FMC サービスは、2005 年 6 月からサービスが開始された。現状までの結果をみる
と、3～4 万ユーザのレベルであり、苦戦をしている。2006 年 11 月には、フランスの携帯
電話子会社のオレンジが、FMC に参入しており、ドイツの FMS でブレークした O2 のイ
ギリス法人である O2UK が FMS スタイルで参入した。

２．４．７

イタリア

イタリアについては、世界で最初に IPTV を商用化したといわれる Fastweb の動向につ
いて述べる。

（１）企業の概要

衛星放送の再送信をメインの事業としている通信事業者である。スイスコム参加のイタ
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リア第２位のテレコム事業者である。1999 年にミラノに設立された。当初はミラノ市内で
サービスをスタートし、各都市にサービスを拡大してきている。なお、2007 年５月にはス
イスコムが同社の 80%の株式を買収し、傘下におさめた。

イタリア最大のファイバー事業者であり、400 万ユーロを投じて 25,000km のファイバー
を敷設した。2007 年末では、人口の 50%を FTTH でカバーし、2008 年末までには 80%を
カバーする予定である。
2007 年夏時点で 10%程度のユーザがすでに FTTH に移行している。
2007 年３月現在における契約者数は 115 万、2006 年末の連結ベースの収入規模は約 12 億
６千万ユーロである。

（２）IPTVのサービス

イタリアでは多チャンネルの衛星サービスはあるが、ケーブルテレビが全く普及してい
ない。Fastweb は FTTH をメインとしたネットワークを通じて IPTV を提供しているが、視
聴者にフィットした背景には、サッカーのセリエ A の中継があげられる。IPTV による視
聴は、衛星での視聴に対して６割のコストであったことが普及の理由のひとつとしてあげ
られる。また、国の助成制度により IPTV 事業者は１加入当たり 150 ユーロの助成を受け
ることができるため、その分提供価格を安くできる。

Fastweb の特徴的なサービスとして NPVR（Network base Personal Recorder）というサー
ビスがある。これは、事業者がネットワーク側に用意したサーバに加入者が５時間まで番
組を録画可能にし、任意に視聴可能とするものである。実際には Fastweb が１ヶ月分の放
送番組を全て録画しておき、加入者のデマンドでそれを再生する方式である。

イタリア最大のテレコム事業者であるテレコムイタリアの FTTH 化は非常に遅れており、
同社の IPTV は全て ADSL で行っている。ニュース、スポーツなどを流していたが、Sky Italia
と提携し、主要チャンネルの再送信も行っている。

（３）トリプル・プレー・サービス

ネットワーク構造をみるとかなりオーソドックスで、VOD のサービスはユニキャストで
あり、データポップを組み込み、レジストレーションサーバでリクエストを受けると、最
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良のデータポップを選び出し、アサインした上でデータを配信する。マルチキャストは対
応済みルータを経由して配信する。

トリプルプレイのデバイスとコンテンツについてみると、監視センターで 20～30 人のオ
ペレータが監視を続けている。コンテンツは、映画型の VOD と衛星放送の再送信である。
地上波は配信していない。

キャッチアップ再送信は対応済みで、２週間程度の再送信を基本としているが、これは
放送局との契約によって異なる。使われている基本システムは、DVB-MHP である。
DVB-MHP は 2001 年頃にヨーロッパで実用化されたシステムであるが、Java を使ったシス
テムである。ユーザーインターフェースをカスタマイズすることが可能であり、コンテン
ツ事業者にユーザーインターフェース、API を開放しており、柔軟な画面づくりを可能と
している。コンテンツ事業者のプロモーションなどが非常にやりやすくなっている。

（４）NGNへの対応

Fastweb からみると、イタリアテレコムはインフラの更新を怠っているのではないかと
いう認識を有しており、イタリアテレコムの公衆網が古いままであるため、Fastweb の網
に負荷がかかりすぎるという状態が起こっている。イタリアテレコムが NGN に関する計
画やスケジュールを公表していないことに対するいらだちもみられる。

Fastweb が発表している NGN 構想をみると、最初の段階では IP バックボーンの中にネ
ットワークを作り、スイッチやアプリケーション層を導入し、カスタマーデータベースを
構築する。さらに SIP を搭載し、Enhanced Application を載せ、最後に他のアプリケーショ
ンドメインを接続する。その意味では、Fastweb のネットワークは既に NGN に対応済みと
の認識である。NGN で議論されているサービスホスティングのサードパーティに対する開
放については、ネットワーク運用が混乱するので、当面は検討の対象とならない。その意
味では、Fastweb は、一貫構造のネットワークを念頭においた上で、NGN を考えている。

２．４．８

欧州のまとめ

NGN をめぐる全体像を、ドイツテレコム、フランステレコム、BT について下表にまと
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めた。

図表 2.4.8-1 NGN をめぐる独仏英の全体像

ドイツテレコム

フランステレコム

ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾃﾚｺﾑ

［2012年完了予定］ [2008年開始予定]

[2011年完了予定]

ＮＧＮへの コスト削減
第一の期待 年 2,000億円

融合サービス
推進基盤

コスト削減
年 2,400億円

アクセス網の ①FTTC+VDSL
高速化計画 ②ADSL2+
［ＮＧＡ］
③ADSL

① FTTH

① ADSL2+

② FTTC+VDSL

② ADSL2+

③ ADSL / 2+

③ ADSL

移動･固定の ＦＭＳで発展中
融合ｻｰﾋﾞｽ ［他のＦＭＳ事業者
も含め750万加入］
［ＦＭＣ］

ＦＭＣで参入

ＦＭＣで停滞

［ＦＭＳで参入した競
争事業者あり］

［ＦＭＣ及びＦＭＳで
新規参入あり］

注： ①戦略地域 ②一般地域 ③ルーラル地域
出典：NICT 欧州パリ事務所

トランスポート層については、伝送機能とアクセス機能を分けたため、網機能が ASP に
開放され、新しいインターネットサービスが出てくるのではないかという期待はあるが、
現実には具体的な姿がイメージしにくい。ただし、PSTN のオール IP 化を実現して、新し
いサービスを作ろうとする場合には、市場に迅速に投入できる体制ができる。一般論とし
ては、オール IP 化を実現することで新しいサービスがつくりやすくなるということはいえ
る。
現実問題として、経営者が最も苦労しているのは、固定電話収入の減少をどうカバーす
るのかという点である。この問題に対して、コスト構造を抜本的に見直す、固定電話に代
わる新しい収入源を見出してプラス成長をいかに維持するかということが最も重要なこと
であり、それが株主の求めるところでもある。通信事業者が見出す戦略に対応する次のネ
ットワークは NGN である。そういう観点にたってみると、コスト削減、IPTV、FMC、FMS
が、NGN のキーワードになる。
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２．４．９

日本とヨーロッパの成長戦略の比較

（１）日本とヨーロッパの考え方の相違

日本とヨーロッパの成長戦略には違いがある。日本は高い品質を追求し、新しい技術へ
の大胆な挑戦がある。ADSL から FTTH へ、2G から 3G へと変えていく。ヨーロッパでは
実現できないような高度サービスをイメージして商品化戦略をつくることができている。
日本は、ヨーロッパと比較してみると技術先取り型といえる。

ヨーロッパは、既存ネットワークで何ができるかという発想をする。ADSL で何ができ
るかと考えると、IPTV が出来る、トリプルプレイは出来る。したがって最低限必要な
ADSL2+にする、あるいは VDSL にする。さらには 2G でもできることは何かと考える。
ヨーロッパには、3G の単機能端末はほとんどない。携帯端末は 2G が基本で、そこに 3G
がのるというデュアルモードである。こうなった背景にはオークションの影響があると思
われる。ドイツとイギリスだけで、オークションに 10 兆円近い資金が投じられた。これで、
携帯電話事業者の経営は困難に陥り、3G の展開も日本より３年遅れた。3G の全国展開は
あきらめている。3G の展開を進めるという戦略ではなく、2G でヨーロッパ域内のローミ
ングを可能にし、さらに 3G が使える場所では高度な機能が使えるようするという戦略で
ある。つまり、現在のインフラを極力活用していこうという考え方である。

日本は FTTH、3G とも世界最先端で、料金も世界で最も安い。安価な通信サービスはす
ばらしいが、普通のテレビが見られる IPTV はないし、トリプルプレイに向けての企業戦
略もヨーロッパと比べると少ない。FMS、FMC への取り組みもヨーロッパほど積極的では
ない。

（２）欧州委員会の第７次研究開発枠組み計画

現在ヨーロッパで検討が始まっているのは、NGN の次のネットワーク、つまり新世代ネ
ットワークである。

インターネットが 1996 年頃に商用化されたが、インターネットはもともと閉じられた学
術系ネットワークを商用化したものである。それを活用しようということで、多様な機能
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を積み上げた。オーバーレイを使い、PtoP などのレイヤもはさんだが、現状はあまりにも
複雑で新しい機能を積み上げることが出来なくなってきているのではないか。インターネ
ットのプロトコールを一から見直して、再構築しなければいけないのではないかという意
見がアメリカやヨーロッパで強くなってきている。

ヨーロッパにおける一般的な考え方は、インターネットはアメリカのものであるという
ようにアメリカへの対抗意識が強い。現行インターネットの世界ではアメリカに負けたの
で、次のネットワークはヨーロッパで主導権をとりたいという考え方が強くみられる。

この点については日本も同じである。NICT も総務省と協力をしながら、11 月６日に産
業界を含めたコンソーシアムを立ち上げた。2015 年に研究開発し、2020 年に国民生活に入
るというイメージで検討を進めている。NGN も重要であるが、その延長線上にある次のネ
ットワークを実現していかないといけないのではないか。

ヨーロッパでは、NGN の次のネットワークを「未来のネットワーク」と呼んでいるが、
ヨーロッパが政府をあげて取り組みを強化しているかについて、欧州委員会が策定してい
る第７次研究開発枠組み計画の内容から読み取ることができる。

ヨーロッパでは、それぞれの国が独自に研究開発を進めていくと、アメリカや日本に勝
てない。そうした考え方にたって、各国が研究開発目標を立てて、複数の国でコンソーシ
アムを組み、最大の研究成果をあげることを目指している。欧州委員会はそのための呼び
水を補助金という形で出していく。そのための第７次計画（FP7：Framework Programme 7）
が 2007 年にスタートし、これは 2013 年まで続く。総額８兆 2,000 億円を超える予算が投
じられる。この計画には、情報通信分野だけでなく、バイオやエネルギー、ナノテク、輸
送、航空などが含まれる。第７次計画においては、産業界の国際競争力を強化するために
最も重要なのは情報通信分野であるという考えから、全体の 28%をここに割り振っている。
28%の情報通信分野は、さらに７つのセクターに分けられている。その中で最も優先度が
高い位置づけとなっているのはネットワークインフラである。つまり、情報通信分野の補
助金予算の 28%を「未来のインターネット」につぎ込むことになる。

ヨーロッパにおけるサービスの流れは、IPTV、FMC などの融合サービスに向いている。
新世代ネットワークにあっては全てが融合し、ネットワークからアプリが独立し、中立の
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プラットフォームを構築する。アクセス系のコアネットワークについては、巨大なオプテ
ィカルスイッチ、アクセス網は光、ラストワンマイルは無線網というイメージで進んでい
る。

実際に補助金を受ける主体は、産学のコンソーシアムである。移動体通信分野であれば、
eMobility という組織ができており、その組織にヨーロッパ全体の産業界、研究機関、大学
などが参加し、政策調整を行う。ヨーロッパは移動体通信網に競争力があると考えている
ので、新世代ネットワークの中心は移動体通信の研究者が中心となっている。こうした研
究開発の受け皿としては、移動体通信網の eMobility があり、さらに光、衛星、メディア、
放送・コンテンツなどの分野ごとにそれぞれ大きなコンソーシアム組織があり、そこに補
助金を出していくという形で決まっていく。

欧州委員会の中には、情報社会メディア総局の中に D 局と F 局がある。D 局は産業界と
連携して未来のインターネットを作っていくことが中心の業務である。F 局は、研究機関
と協力をしながら未来のインターネットを作っていく。D 局は、現行のネットワークをベ
ースに革新的な視点で研究開発を進めていく。一報、F 局は研究機関と連携して、一から
作り直すというような考え方で研究開発を進める。これは、アメリカの NSF が進めている
GENI と類似の立場にある。

2007 年５月に締め切られた案件では、315 億円を投じてユビキタスネットワークアーキ
テクチャ、ネットワークの最適制御・管理と柔軟性確保、将来のインターネットのための
技術・システムアーキテクチャなどを研究が行われる。2007 年 10 月に締め切った案件で
は、新しいネットワークの新機軸について 65 億円が投じられている。NGN で実現しよう
としている融合サービスをより徹底して実現するオーバーレイ技術、移動・固定の融合の
ための ID ロケータブル分離論などを研究する。
このように、アメリカやヨーロッパは、2015 年頃までは NGN で進んでいくと思われる
が、そこからさらに発展した次のネットワークを見据えた動きが出てきている。日本も出
遅れることなく、こうしたことをしっかりと見据えていくことが必要である。
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第３章 インターネットサービスの事業構造とNGN有効利用可能
なインターネットサービス
（１）データサイエンスの必要性

データサイエンスが必要な理由は、あらゆる企業活動がこれからデジタルデータを可能
な限り可視化する方向に進むと思われるからである。企業と生活者、企業と取引先の関係、
企業内の知識など、デジタルデータがあらゆる企業活動のベースになる。デジタルデータ
である限り、それを可視化することが可能である。それをハンドリングすると、データサ
イエンスが必要になる。企業内も含めて、デジタルデータの可視化とハンドリングするか
ということがひとつのキーワードとなっている。

NGN が企業のネットワーク、企業間ネットワークを含めて、従来の専用線に取って代わ
るという面的な現象と、従来の専用線のモデルがどう変わるのかという企業の行動、組織
の在り方がデータ中心のものになっていく。

（２）情報通信(ICT)産業における技術革新および構造変化の動向

総務省は 2011 年、2015 年に向けてレイヤ構造での設計を行おうとしていることは明ら
かである。いよいよ我が国も IP をベースとした基盤ができてくる。IT 産業という考え方
は、くくり方を変えた方がよい。以下に示すレイヤ構造の上にあらゆる産業がのってくる
という意味では、ICT が社会基盤として多くの産業の基盤になっていく。そう考えると、
NGN の位置づけは、ある意味産業のインフラである。道路は、社会インフラと同時に社会
資本であるが、ICT も社会資本的な位置づけとして多くの産業にとって欠かさざるを得な
いものである。インフラの部分の社会資本もあれば、データとしての社会資本もあるが、
データの位置づけが大きくなる。
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図表 3-1 情報通信産業における技術革新および構造変化の動向
Web2.0

◎情報流通の付加価値拡大
• ロングテール(Amazon)
◎参加型メディアの影響度拡大
Web2.0、NGN、ユビキタスといった新たな技術革新によって情報通信(ICT)産業内に大きな構造変化をもたらしつつある。
• 共有知・集合知・Folksonomy・評価のアル
• CGM ( ブログ・SNS・Podcasting )
コンテンツ・プロバイダ
ゴリズム(ソーシャルブックマーク etc…)
• 蓄積したデータを再利用、Data Is Next
Contents Provider
◎デジタルコンテンツの流通拡大
‘INTEL INSIDE’
• RSS feedによる情報流通の促進
動画コンテンツ・音楽コンテンツ
• コンテンツ配信サービス(iTunes、Gyao)
◎プラットフォーム化するWeb
• コンテンツ共有サービス(YouTube)
ニュース・情報サービスCGM
• 検索エンジン
• 視聴形態の多様化(Location Free、Tivo)
• コンテンツマッチ広告
• 認証・課金・決済サービスへの進出
• Ajax、Webアプリケーション
サービス・プラットフォーム

Service Platform 情報流通サービス
検索エンジン

NGN

ポータル・モール
認証・課金・決済

◎ブロードバンド化・広帯域化
• 光回線の普及
◎無線インフラの整備
• WiFi、WiMax、iBurst、3Gから4Gへ
• ITS
◎統合化・IP化
• VoIP、トリプルプレイ、FMC
• NGN、オールIPへの統合、ISPの終焉
• IPv6
◎ネットの中立性、オープン化と垂直統合
• I-mode、決済認証、コンテンツ配信・・・
etc
• ナンバーポータビリティ
• パケット定額、フルブラウザ、インター
ネットの開放
• MVNO

ネットワーク
Network

◎オープン化
• API / マッシュアップ
• P2P ( Skype )
• SaaS・無償サービス化
• OSS・公共財・オープンリソースの活用

ユビキタス

ISP・IPサービス網
物理網・インフラ

携帯キャリア

デバイス・ハードウェア
Device H/W
アプリ・ブラウザ・M/W
OS
PC・サーバ 携帯
半導体

◎ハードのコモディティ化
• スマイルカーブ
• OS・ブラウザからWebプラットフォームへ
の覇権委譲
• サービス(ソフトウェア)・ベースド・デバ
イス開発への流れ
◎ユビキタス化
• PC中心からモバイル情報端末へ
• 情報家電、ネットワーク家電
• 非接触認証
• 位置情報
• センサー系
• RFID

出典：D4DR

Web2.0 は最近ではもはや古いイメージになりつつある。Web2.0 のとらえ方として考え
ておかなくてはいけないのが、情報流通基盤として、IP ベースでデータをどう流通させる
かというデファクトスタンダードについてである。こうした仕組みのベースが、Web2.0 が
出てきたことで、IP の上でデータを流通させるのであれば XML ベースの 2.0 的な方法論
で良いのではないかという議論が大きくなってきている。
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図表 3-2 Web における情報流通の変化
「Folksonomy」
• タ ギ ン グ に よる分 類
• 参 加 者 ひ と りひと りの評 価を集 約する ことで 価
値が高まる
• Radical Trust 知 の 性 善 説、集 合知
• Del.icio.us、 Flickr、はて なブッ クマー ク

「CGM」
• ユ ー ザ が コ ンテン ツを生 成する
• ユ ー ザ が 発 信した 情報が メディ アとし て価値 を
持つ
• ブ ロ グ や SNSの 利用者 拡大
• CGMに よ る 口コ ミが消 費行動 へ大き な影響

「ロングテール」
• ネ ッ ト 上 で は「2:8の 法則」 ではな く、膨 大な
ニ ッ チ コ ン テンツ を集約 するこ とが価 値とな る
• Amazonの 売 上比率 はロン グテー ルの商 品がが
57％ を 占 め る？

KEYWORD
探 し たい人
参 加 者による分類の共有(Folksonomy)

り ん ご赤 い 果 物 青 森 う ま い
タ グ による分類

Web2.0 ???
「Remix」
• APIに よ っ てデ ータや 機能を を公開
• 誰 も が 簡 単 にAPIやFeedを組 み合わ せて新 たな
サ ー ビ ス を 開発で きる（ マッシ ュアッ プ）
• Google Maps、 Amazon AWS
• ソ ー シ ャ ル ブラウ ザ

「XML/RSS」
• あ ら ゆ る デ ータや コンテ ンツを Feedと して生 成
す る こ と で 情報流 通が拡 大
• 情 報 の オ ー プン化 、デー タの再 利用性
• 集 客 す る こ とより も情報 を流通 させる こと

購読
情報

情報

情報

“データ”は次代の
インテルインサイド
プラットフォーム
としてのWeb
永久の 版
簡素な開発モデル

検索

リッチ・インター
フェース／AJAX

集約

出典：(各種資料より)D4DR 作成

情報流通を現象的にとらえると、データ爆発が重要になってきている。文部科学省が、
情報爆発についての予算もかなり付け、研究も進んできている。人類がかつて経験したこ
とがないほど、デジタルデータが社会にあふれるようになった。あらゆる企業が、デジタ
ルデータを生成し、生成したデータを自分たちで加工し、それを他社とつないで流通させ、
活動する。1999 年までに 12 ヘキサバイトくらい蓄積したが、現在は１年間でそれに近い
量のデータ生成するような社会になってしまった。そうなると、ユーティリティコンピュ
ーティングやクラウドが必要になるといわれているが、仮想化技術でこうした巨大なデー
タを扱うということを意識しておかないといけない。1 台、1 台のサーバで全て管理して、
そこの信頼性に担保していくというアーキテクチャはもはや耐えられない。

Google は、正確な数字はわからないが巨大なサーバ群を持っている。Google の発想は、
壊れることを前提としている。大量のサーバを毎日増設していけば、当然一方では毎日壊
れる。人間の細胞と同じで、どれかひとつが壊れたからといって全体が壊れるわけではな
い。全体で、ひとつの仮想的なストレージとして扱えるような有機的なものでないと、も
はや情報爆発には対応できないという考え方がる。
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（３）社会プラットフォーム

半構造化データについては、これまでのようにオラクルなどのリレーショナルデータベ
ースで事前にで決まったフィールドを定義して設計していくという思想ではなく、とりあ
えず XML に近いデータ形式で放り投げておいて、あとで必要に応じてメタデータを活用
しながらアクセスする。こうした従来のリレーショナルデータベースとは異なる扱いにし
ていかなければ、扱うことができない。現象としてのデータ爆発は、非常に大きなインパ
クト要因である。

データがデータとして振る舞えるようになってきたのが今の時代の流れである。ホスト
コンピューティングの時代は、情報システムは、ハード、アプリ、データが全てセットで
あり、すべてそのセットで定義もされていた。なにか処理を行おうとすると、この３つを
同時に理解できないと処理ができない。

徐々にさまざまなオープンコンピューティングやダウンサイジングの流れが進の中で、
PC も含め、アプリやミドルウェアが出てきて、データは扱いやすくなってきた。しかし、
この段階でもデータの定義は、アプリケーションに依存しているため、完全に開放されて
はいなかった。ようやくミドルウェアがデータを記述できるようになった。しかし、まだ
呪縛からは完全に逃れられていない。

ところが、ネットが出てきて 2000 年以降起きている現象は、ネットワークの下に存在す
るハードウェアやアプリケーションに依存することなく、データの振る舞いを考えること
ができるようになったことである。仮想化技術、SOA、SaaS、Web Service などの考え方も
含めて、データとしてなにを流通させたいのか、なにをさせたいのか、データオリエンテ
ッドで考えられるようになってきた。最近では、System of Records という言葉も出てきて
おり、データオリエンテッドな設計ができるようになった。オーガニックストレージやユ
ーティリティコンピューティングなども実用化され、必要なときに必要な IT リソースだけ
を調達できるようになってきた。データがようやく開放され、データを本質的にどう流通
させればよいのかという点を考えて、企業のシステムを設計できるようになった。
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図表 3 -3 データの開放のイメージ
データ

データ

データ

アプリ
アプリ
ネットワーク

アプリ アプリ ・・
ハード

ホ
ス
ト

アプリ アプリ ・・

ハード
PC
・・

ホ
ス
ト

ハード
PC
・・

ユーティリティコンピューティング
（必要な時だけ必要なITリソース
を利用できる）

出典：D4DR
情報システムのアーキテクチャは、これまでは基本的に専用システムであった。企業が
なにをしたいかというニーズに基づいてシステムを専用で作っていく。ところが、企業や
行政などを含め、社会プラットフォームとしてある処理の上でデータを流通させることで、
企業活動や社会活動ができるようになった。そういう意味では、携帯電話や自動車も含め
て、生活者は企業とコミュニケーションをとるときには、なにがしかの社会プラットフォ
ームをベースにコミュニケーションをとるようになる。そうなるともはや専用システムを
作る必要はなくなる。エンドユーザにコミュニケーションをとることを考えると、そこま
でつくるコストも必要性もなくなる。企業があるプラットフォームの上にのってコミュニ
ケーションをとることが流れとなっている。その意味では、プラットフォームに焦点を当
てることこそ NGN の特性かもしれないと言えるだろう。

図表 3-4 情報システムの社会プラットフォーム化

企業

行政

企業

企業

社会プラットフォーム
（ネットワーク，データ，アプリ）

専用システム

出典：D4DR
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ネットワークの議論というよりは、データを流通させる仕組みとして NGN の振る舞い
をどう定義していくか。そういう前提に立つと、ある意味企業のシステム開発はいらなく
なるかもしれない。SI 会社のあり方は大きく変わるかもしれない。SI 業務が根本的に変わ
ることを NGN 登場のもうひとつの側面としてとらえておくことも必要である。

（４）IT投資の４段階ステージ

経済産業省がまとめた IT 投資の４段階ステージというものがある。ステージ１が不良資
産化企業群、ステージ２が部門内最適化企業群、ステージ３が組織全体最適化企業群、ス
テージ４が共同体最適化企業群である。ステージ１は、余り IT が活用されておらず、IT
が不良資産化しているものである。ステージ２は、部門内では活用されているが、企業全
体ではうまくデータが回っていない。ステージ３は、組織全体で最適化されている企業群
である。ここまでは日本企業もがんばっている。ステップ４は、取引先も含めて、企業の
エコシステム全体として最適化しているかというものである。

図表 3-5 IT 投資の４段階ステージ

ＩＴ投資の４段階ステージ
企業のＩ Ｔ 化ステージン
グ
化ステージング
「 経営」 の時代
企 業役 割 の変 革

社 外と の連 携
統 合・ 標 準化

「 企 業 」 の 壁

情報技術導入するも
活用せず

情報技術 に よる 企業
プ ロセ スの 最適 化

ト リ ガー

ト リ ガー

組織改革
ステージ②
部門内最適化企業群

ステージ①
IT不良資産化企業群

「 経 営 」 の 壁

業 務 の Ｉ Ｔ化

電 子計 算 機
の導 入

ＥＤＩ導 入
ＥＣ導 入

製品としての
SCM
CR M
SF A
・
・

バ ック オ フ ィ
ス の Ｉ Ｔ化

製品としての
E RP
人事
財務
・
・

コ ミ ニ ュケ ー シ ョ
ンの最 適 化

「 システ ム」 の時代

情報技術の活用により
部門内最適化を実現

顧客視点
の徹底
ステージ③
組織全体最適化企業群
経営と直結した情報技術活用
により企業組織全体の最適化
を実現

ステージ④
共同体最適化企業群
情報技術活用によりバリュー
チェーンを構成する共同体全体
の最適化を実現

人材力／ブランド力
の総合強化
「深化する組織」への脱皮

ビジネス／経営管理
の高付加価値化

特定業務の改善

(出典：平成１５年１０月 「情報技術と経営戦略会議」報告書）

ステージ１から３に上がると業績も上がる。４のレベルにまで到達している企業の半数
は業績が絶好調である。つまり、IT が、コミュニケーション、データの流通等に活用され、
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自分の組織全体に流通していると非常に業績がよい。１は論外としても、２から３に上が
っている企業は多い。問題なのは２から３を志向するのと、２から４を志向するには大き
な違いがあるという点である。３は企業内で閉じていて良いので、企業内の独自の論理と
独自のプロトコールの発想の中でアーキテクチャを考えればよい。３になった後に、４に
行くのは非常に困難である。２の段階から４を意識しておけば、当然企業間を意識するこ
とになるので、外部との取引をどうするか、あるいは業界全体として非競争領域を共通化
するという発想が出てくる。企業が競争しなくてもよい部分は、自社で所有する必要はな
く、必要なコミュニケーションは切り出してみなで共有する。社内に残すのは、競争領域
であり、自社の有意性や付加価値を発揮するものは残す。したがって、４は全体の中でコ
ミュニケーションの最適化をための設計ができるかどうかである。この部分は日本が弱か
った部分である。こうしたものを見せつけられると、やはり４を志向しなければならない。
４の方向性をめざす動きが、XML の技術でデータの流通が自由となったため、設計しやす
くなっている。

ただ、３から４に行ける企業もある。それは、３が業界の中で巨力なプラットフォーム
になってしまっている場合には、事実上４になる。アメリカのウォルマートは、自社で専
用の仕組みを作りながら、共同体を無理矢理巻き込む力を持っている。ウォルマートは３
を強力に進めて４に持って行ってしまった。ウェルマートは自社のデータを開放し、供給
業者はリテールリンクにアクセスすると、製品がどこでどう売れているか全てみられる。
在庫、生産量、仕入れ量を全て公開している。日本では、アイワイグループはそれに近い。
セブンイレブンは事実上３であるが、４に近いものを作り上げている。３が強力な会社で
あれば４になりやすいが、ほどほどの強さの会社が業界に存在してしまっていると、非競
争力部分の抜き出し方が難しくなる。

プラットフォームをうまく社会の中で抜き出すということは、NGN の需要を作り出すと
いう点からも重要である。NGN の新たなアプリケーションを意識して使っていくというよ
りは、今の仕組みをプラットフォーム化していくと同時に、そこに NGN を載せていくこ
とができる領域が各産業に多く残っている。ステージ４をつくるために、NGN は非常に重
要である。
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（５）Web2.0

こうした中で、インターネットの中で BtoC を中心に Web2.0 という動きが起きている。
局所的には、情報流通を徹底的に促す。これが多く起きるほど価値が生み出せるというこ
とが、Web2.0 のひとつの考え方である。Google が最もわかりやすい典型例である。Google
は Web の情報以外にも地図データなど様々な情報を流通可能なデジタル情報化している、
最近では図書館の図書情報も含まれている。日本でも慶応義塾大学などの著作権の切れた
図書館の本を全部スキャンし、デジタル情報として流通可能なものにしている。最近では
YouTube も買収し、動画情報も集めている。

ここで共通しているのは、データとして、共通財として流通を促していることである。
データを流通させることが、広告モデルの中では、在庫を増やすことになる。情報の流通
が 10 倍になり、100 倍になることは、広告の在庫が 10 倍、100 倍になることであることに
他ならない。流通させる量を増やせば増やすほど、Google の収益は上がることになる。し
たがって、流通が経済価値に換算できるので、流通させる元ネタを集めている。また、自
社でも作っていく。ここが流通プラットフォームたるゆえんである。

図表 3-6 Google の知識流通プラットフォーム化
Googleの情報と機能を利用した新ビジネス

Web，図書館の図書情報，
地図，映像・・・
（公共財化している情報）

検索エンジン
広告
企業
・ページランク
・コンテンツマッチ

AdSense
による広告機能
のASP利用

出典：D4DR
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Google は在庫を増やすという点で画期的なことを行った。普通は検索エンジンとして、
ユーザが検索に来る。どんなに増やしても稼働率が上がらず広告料が上がらないのであれ
ば、流通させる場所を増やす。自分たちのポータル的なサイトだけではなく、AdSense と
いう形で、他の Web サイトに配信するという、ある意味の広告流通プラットフォームを作
った。いろいろな企業が、自社のサイトに Google の API を張り込み、ユーザが見ること
によって在庫として増えていく。Google のデータを利用するスペースを増やすことで、こ
のモデルが成り立つ。そう考えると、Google の行っていることは検索エンジンではなく、
データの流通のためのプラットフォームづくりであるといえる。これは、データの流通を
意識したビジネスモデルであり、情報流通業であると見ることができる。

Google は非常に顕著な例であるが、Web2.0 の動きは Google だけではない。Amazon も
負けていない。Amazon のデータは、ネット上で誰でもが活用可能である。しかも、Amazon
の場合には、タイトルだけではなく画像データまで自由に使える。Amazon では、本の表
紙の画像データが使える。ネット上で XML 化された情報が誰でもが利用可能である。つ
まり部品化された情報が流通し、それを自由自在に使えるということが Web2.0 の特徴で
もある。

図表 3-7 XML による情報・機能の部品化と流通可能化
Blogger
Programmer
Hacker
APIを活用した
独自のサービスの開発/
アフィリエイトの掲載

開発支援
プラットフォーム
ソ ー シ ャ ル アプリ ケーシ ョンサ ービス
Ning

サービス

自社のデータ資産を
一般に開放

機能

情報

ソ ー シ ャ ル データ ベース ?
Google Base

機能

API/Webサービスによる
DBへのアクセス

DB

情報
情報
User

Corporate
インターネット上に
公開されたDBを活用した
多用なサービスが展開

本 棚 サ ー ビ ス ブ クロ グ
(Amazon Web Service)

地 図 ブ ロ グ 検索 maplog
(Google maps API)

Windo ws Live!

出典：D4DR
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この部品を適切に流通させ、その利用を保証するという点も NGN のひとつの考え方に
なるのではないか。情報を部品化して、流通可能化したという側面は、NGN のサービスを
考える上でも重要なベースになると思う。

（６）Electronic Commerce（EC）における情報流通のオープン化

EC の動きなどをみても、これまではものを売る際には、調達、物流、決済、情報流通、
顧客接点など全て必要であった。ドロップシッピングという動きにみられるように、情報
の流通が可能になったことによって、顧客との接点だけ持っている企業が、それ以外の機
能を持っている企業と情報の接続さえできれば、Value Chain ができあがる。企業は、Value
Chain の中の得意領域だけ、水平展開でビジネスを行うことも可能である。これを、つな
ぎ合わせていくということが、今 Web 上で可能になっている。その時に、つなぎ合わせる
Value Chain を最終的に情報の流通で担保する、ユーザからするとサービスレベルを保証し
てくれるのは誰か、その時の品質保証は誰か、障害が起きたときの切り分けは誰が行うの
かといった問題が起きてくる。インターネット上で起きるベストエフォートであるが故の
障害の切り分けも含め、どこに文句を言えば良いのかという問題を担保するための仕組み
として NGN のサービスが利用されれば、ひとつの効用になる。ベストエフォート型のイ
ンフラになっていることで、こうした問題は起きつつある。Value Chain が切れてしまうこ
とが起きてしまうことのリスクについては、EC での悩みでもある。
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図表 3-8 E コマースにおける情報流通のオープン化
情報流通プラットフォーム
• CGM、クチコミとアフィリエイトの連動
• 汎 用商品検索エンジン(=Google)

物流戦略
• 持たざる経営の破綻と戦略物流構築(=Amazon)

調達・製造
・開 発

物流

従来企業のチャネル戦略・コミュニケーション戦略
• 既存 チャネルの補完的位置づけ
• 既存 チャネルのECへの置きかえ (=総合カタログ通販)
• ブラ ンディングメディアとしてのECチャネル活用
• ECによる顧客囲込み
• メー カーによる顧客接点の確立・顧客情報の取得

ECプラットフォーム
• EC店舗を束ねるショッピングモール、オークション
• 商品検索やリコメンデーションによるマッチング

決済

MD

情報流通

顧客接点
ターゲット

• メーカー直販
•
• SPA(製造小売)
•
• BTO(オーダーメイド) •
•

持 たざる経営
• 決済
委 託販売
• 金融
ク リック&モルタル • モバイル決済
戦 略物流構築

•
•
•
•

ロン グテール
•
ニッ チマーケット•
単品 通販
•
セレ クトショップ•
•
•
•
フル フィルメントのプラットフォーム
•
• 決済プラットフォーマー(PayPal、Edy、GooglePayment)
• ドロップシッピング (ウェブシャーク、リアルコム、ドンキコム) •
•
• 物流事業者によるECプラットフォーム(eコレクト)
•
•
•

メーカーによる直販
• 流通 中抜き、低価格戦略
• サプ ライチェーンの最適化
• BTO(カスタムオーダー)による付加価値創出
• SPA事業者によるEC進出
• ロー カル物産等の全国商圏展開

モール
オークション
商品検索
リコメンデーション
共同購入・購買代理
ポイント
商品比較
口コミ・CGM・ブログ
SNS・ コミュニティ
アフィリエイト
ドロップシッピング
SEO・SEM
コンテンツマッチ広告

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ダイ レクト販売
• イン フルエンサー
モバ イルEC
• 女性
ユー ザエクスペリエンス• シニ ア
ブラ ンディング
囲込 み・会員化
顧客 情報の取得
クリ ック&モルタル
実店 舗の補完
カタ ログ連動
TV連動
雑誌 連動

MD戦略
• 圧倒的な商品を揃えるロングテールモデル(=Amazon、ケンコーコム)
• 全国商圏でのニッチマーケットの展開(=クオカ、サイクルベース)
• 商品の独自性と希少性で勝負する単品通販の躍進(=やずや)

Copyright (c) 2002-6 D4DRiInc. All Rights Reserved.

メデ ィアによる購買代理EC進出
• 雑誌連動(=Magaseek)
• モバイルEC(=GirlsWalker)
• ワンセグ・地デジ
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出典：D4DR

価値がどこにあるかという点で、決済も重要である。ものを売る場合には、買うという
ことが決まった後に、適切に業務処理を行う点は難しいことではない。最大の関心は、い
かに買わせるかということで、重要なのは需要喚起である。昔は売る仕組みが重要であっ
たので、楽天のように販売代理業こそが重要な時代があった。ところが 2000 年以降は、販
売代理業というよりは、購買代理業、つまり買いたい人をどう集めるか、買いたい人にど
れだけ適切に情報を流せるかが重要になっている。買いたい人がいるという情報を、それ
を知りたい人とマッチングさせることで、需要を喚起する。こういう仕組みが発生し始め
ている。例えば、CGM といわれる Blog などで、購買を喚起したり、後押しするようなコ
ンテンツが増えた。「OK Web」や「はてな」のように質問に答える形式もあれば、価格・
コムのように実際の商品についての議論をするサイトなどである。
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図表 3-9 E コマースにおける知識流通産業化
マ ッチングプレーヤー

Blog/SNS

教 えたい人
知識
コ ンテンツ

情報
情報

CGM
対価

売 りたい人

販 売代理

情報

QuickTimeý Ç²
TIFFÅià èkÇ»ÇµÅj êLí£ÉvÉçÉOÉâÉÄ
Ç™Ç±ÇÃÉsÉNÉ`ÉÉÇ¾å©ÇÈÇžÇ½Ç…ÇÕïKóvÇ-Ç ÅB

企 業 /店舗

購 買代理
興 味、ニーズ

買 いたい人

紹 介、
リ コメンド
オ ークション
シ ョッピングサーチエンジン
比 較サイト

出典：D4DR

こうしてみると、図表 3.1.6-1 における物流・ロジスティックスの右側のファンクション
が非常に重要である。この部分は、情報の流通だけで成り立っているため，Google のよう
に知識の流通をつかさどるモデルが EC の中で非常に重要な位置を占めている。

アフィリエートやはてなポイントなど、教えたい人が自分の知識を売ることで、ものが
売れたらキックバックとして対価を得るビジネスモデルも EC に組み込まれつつある。最
近は、問題があるとはいわれているが、プロモーションのために Blog までお金を払って書
いてもらうところまで増えて来ている。従来であれば、情報を教えるだけでお金をもらう
ことはできないし、自分の価値を実感することができなかった人に対して、活躍の場を与
えるようになりつつある。リアルにお金が流れるところ、商行為が発生するところに、知
識情報をどれだけ流通させることができるかということで価値を生み出すことができるよ
うになってきた。その中で、QoS 的なもの、質的担保が必要なものを含めて、活躍の場が
どのようなところにあるのかをみていくことが必要である。
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図表 3-10 E コーマスにおける情報流通の仮説
データベース提供
マッチングプレーヤー

Blog/SNS

教えたい人
知識
コンテンツ

DB

情報

CGM

商品関連データ（紹介テレ
ビ番組、タレントのレコメ
ンドなど）

情報

対価

販売代理

情報

売りたい人

口コミ・レビュー
教えたい人の個人情報（ニーズや属性を含む）
教えたい人に対する評価データ

企業/店舗

購買代理
興味、ニーズ

商品データ
企業／店舗のデータ
売りたい人に対する評価データ

買いたい人

紹介、
リコメンド

買いたい人の決済情報
買いたい人の個人情報（ニーズ、位置情報、購買
履歴、保有商品についての情報）

売りたい人の決済情報
オークション
ショッピングサーチエンジン
比較サイト

出典：D4DR

情報の流通は適切に流していく必要性がある。セキュリティレベルも高めなければいけ
ないものもある。例えば、
「あるある大事典」はいろいろと問題が起きたが、テレビの情報
なども人によっては意味のある知識情報である。おそらくテレビ番組の情報などもこのモ
デルに組み込まれていく。現在の IP 再送信はテレビ番組を流していくことが想定されてい
るが、データベースとしてテレビ番組が組み込まれていくことも十分あり得る。
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図表 3-11 新たな情報流通のバリューチェーン構造の仮説
Web2.0における情報流通と付加価値の経路
サービス

メタデータ

QuickTimeý Ç²
TIFFÅià èkÇ»ÇµÅj êLí£ÉvÉçÉOÉâÉÄ
Ç™Ç±ÇÃÉsÉNÉ`ÉÉÇ¾å©ÇÈÇžÇ½Ç…ÇÕïKóvÇ-Ç ÅB

コンテクストデータ
ブログ・SNS
一次データ
API/XML

口コミ
レビュー

商品データ

DB

リコメン
デーション
検索

評価

Remix

API/XML

購買履歴

AJAX

比較
インデックス

コンテンツ
位置情報

タギング

API/XML

アフィリ
エイト

User
Device

QuickTimeý Ç²
TIFFÅià èkÇ»ÇµÅj êLí£ÉvÉçÉOÉâÉÄ
Ç™Ç±ÇÃÉsÉNÉ`ÉÉÇ¾å©ÇÈÇžÇ½Ç…ÇÕïKóvÇ-Ç Å

・・・

CGM

Folksonomy

出典：D4DR

（７）メタデータの価値

メタデータそのものは、NGN とは関係ないかもしれないが、Web2.0 の観点からは非常
に重要である。メタデータがあることで、情報流通の付加価値が高まる。たとえば、商品
のデータや一次コンテンツだけであれば、これを大量に流通させようと思っても限られる。
ところが、口コミ、購買のランキング情報、評価情報が載ってくることで、商品データの
価値が高まる。現在、ニコニコ動画がはやっているが、これはコンテンツそのものの価値
よりも、コンテンツにメタデータを付加したものの方が面白い。これまでは、一度見てし
まうと、コンテンツの消費はそこで終わってしまうが、メタデータが付加されることで、
コンテンツが別のおもしろさを生み、別の価値を生み出す。メタデータの作り方次第で、
一次データの価値が２～３倍、10 倍にもふくらむ。こうしたモデルが、Web2.0 的な時代
における情報やコンテンツ流通のモデルである。

著作権をダウンロードしたとかいうことでなく、どれだけ回転させられるのかという方
向にシフトし、収益モデルを描くにもコンテンツの資本回転率が２回転するのか、３回転
するのかという発想でみないと、経済的に拡大していかない。一次データにどれだけ価値
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を付加するのかということは、コンテンツとかメタとかいうデータ化情報が全体の価値を
最大化していくことになる。Web2.0 的な情報流通の中で、コンテンツの流通を縛るような
著作権制度が邪魔をする恐れもある。

メタデータの事例では、ニコニコ動画以外にもいろいろなサイトがあり、例えば早朝の
新幹線車内で聴きたい 10 曲の選曲リストや、DVD のなかのとても印象深い、あるいは面
白いシーンのブックマークとかタグだけを集めているサイトなどがある。この DVD のメ
タデータサイトでは、DVD は見られないが、DVD を入れてはじめてコンテンツは再生可
能である。ここに集まっているデータは、DVD のあるシーンについてのタグ情報だけであ
る。ある DVD を入れて、クリックすると、そのタグの箇所が見られる。そのシーンがい
い！！という人だけがこのサービスを使う。一次コンテンツは見られないが、メタデータ
の価値だけが共有される。音楽メタデータサイトも同じで、一次コンテンツは購入するが、
皆が楽しみあうのは選曲データとメタデータだけである。

これでビジネスとしてどうかという問題は残るが、垂直統合モデルでなく、あるメタデ
ータのレイヤだけを集積して価値を作ることができるのも、Web2.0 的に情報流通が自由に
なりオープンになったひとつの現象である。これをみると情報流通業は付加価値をいかに
して作るかが重要になる。こういう人達も中間業者なので、メタデータで付加価値をいか
に作れるかという思考である。中間事業者をたくさん増やしていくことが、多様なニーズ
や多様性のある価値を満たしていくということを消費モデルに組み込んでいかないといけ
ない。

（８）CGM

こうした文脈でとらえると、CGM はメタデータ的な存在になっており、生活者主導の
局面を作り上げており、興味深い。マーケティングからみて CGM はどうなっているか。
CGM については、マスメディアの連携が強まっている。マスメディアでメッセージを出
したときに、いろいろな口コミが発生し、その結果検索エンジンで話題になったり、見つ
けやすくなり、ユーザがその情報に触れやすくなる。結果、ホームページを訪問して情報
を発見することにつながる。従来のトレンドの作られ方、話題性が、ユーザ側で可視化し
ていくことで補足しやすくなっているという状態も生まれてきている。CGM の役割は、
ユーザが単に日記を書いているということではなく、意図的にマスメディア側が発生させ
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ようという仕掛けができあがっている。

図表 3-12 マーケティングにおける CGM の位置付け
商品名・ブランド
キーメッセージ

コンテクスト
（体験・いろいろな利用法・伝説）

1)マスメディア
インフルエンサー

検索
エンジン

商品
サービス

2)CGM(ブログ、SNS等)

コンテクスト
（開発の狙い、作り手の発想、
企業ビジョン、秘めた技術）

3)企業の公式HP

出典：D4DR

アメリカの場合には政治的にジャーナリスティックに書くことが多いが、日本の場合に
は、あの CM、このドラマが面白いという風に、マスメディアの影響を大きく受けている。
議論の中では、テレビが無くなっていくということがいわれるが、Blog の分析をすると、
日本はマスメディア無しではあり得ない国であると感じる。一次情報はマスメディアの
CM であったり、テレビの情報に影響を受けている。企業においても SNS を活用し、CGM
に入っていこうという試みがみられるが、まだ試行錯誤の段階である。最近はバイラル CM
ということで、意図的に動画データを流して話題をつくることが試行的に始まっている。
しかし、まだ発展途上である。

CGM で可視化できる事例をひとつグラフで示した。携帯電話が４機種発売となり、そ
れが口コミでどう話題になったか、発売後 CM が流れると議論が沸騰する、CM が終わる
と終息するので、CM の影響がよくわかる。グラフで、緑のラインがワンセグ携帯である。
ワンセグが始まった頃のタイミングで伸びている。このように話題は可視化できる。
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2006-01-09
2006-01-11
2006-01-13
2006-01-15
2006-01-17
2006-01-19
2006-01-21
2006-01-23
2006-01-25
2006-01-27
2006-01-29
2006-01-31
2006-02-02
2006-02-04
2006-02-06
2006-02-08
2006-02-10
2006-02-12
2006-02-14
2006-02-16
2006-02-18
2006-02-20
2006-02-22
2006-02-24
2006-02-26
2006-02-28
2006-03-02
2006-03-04
2006-03-06
2006-03-08
2006-03-10
2006-03-12
2006-03-14
2006-03-16
2006-03-18
2006-03-20
2006-03-22
2006-03-24
2006-03-26
2006-03-28
2006-03-30
2006-04-01
2006-04-03
2006-04-05
2006-04-07
2006-04-09
2006-04-11
2006-04-13
2006-04-15

図表 3-13 ブログ分析の一例

エントリー数/日

0

『W 41H』『W41T』
『W41SA』『W41CA』
発表

au3.5G携帯電話 4機種のBEP推移

400

350

300
W 41SA

W 41CA

W 41H

250
W 41T

200

150

100

50

東芝、音楽ケータイ情報サイト
「Play-T」を一新
大塚愛の着うたフル
「W 41T」キャンペーン
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「W 41CA」 「W41H」に不具合

「W 41SA」発売
「W 41H」発売
「W 41T」発売
「W 41CA」発売
ワンセグ放送開始

を意識する時代になってきたということを提示している。
「W41H」の
ワンセグアプリで不具合

休祭日

出典：D4DR

（９）メタバース

次にメタバースについて触れたい。これは若干 NGN と関係性がある。プラットフォー

ムは、個人が企業や行政にコミュニケーションをとるためのチャネルとしての位置づけと

いうイメージであったが、メタバースが登場して、この中で本質的に生活するということ

図表 3-14 メタバースの本質的なインパクト
自己実現
・社会参加
・自己表現
・コミュニティへの帰属
・権威獲得
・労働
・恋愛

お金を使った消費行動

メタバース
メタバースへの
参加コスト

自己実現
・社会参加
・自己表現
・コミュニティへの帰属
・権威獲得
・労働
・恋愛

お金を使った生存行動

※基本的人権のメタバースへの拡張が必要？

出典：D4DR

現在のセカンドライフは、技術的に未熟な点が多い。Web2.0 的にみると、情報の流通性
が弱いので、あまり普及しないと思う。セカンドライフは今のままだと早晩行き詰まり、
別のモデルにバージョンアップするか、あるいは別のアーキテクチャに変えないと厳しい。
しかし、メタバース自身のおもしろさはある。この中で、コミュニケーション行動をして
いく。まさに情報流通風の生活をしていく。実際に中国や韓国では、リネージュがはやっ
ている。王様のようになってしまう人は、24 時間のうち 2/3 くらいをリネージュの中で生
活している。リネージュの中では王様で、実際の日常は町のしがないクリーニング屋のオ
ヤジだったりする。そうなると、リアルな生活の自分の否定が始まり、リネージュの中に
いる王様こそが本当の自分であると思い、それに傾倒するようになる。極端になるとネッ
トカフェでゲームをやり続けて死んでしまう人もいる。

似たような意味で、仮想な世界の中で自己実現をする人が増えていくと、社会問題にな
りかねないという危険性はあるが、大きな価値を持つ。NGN が重要な要素となるとしたら、
こうした自己実現をしている人をきちんと支える、例えば財産権や基本的人権がメタバー
ス上でも拡張的に機能して、そこでの生活の保障をしなければならない時代があり得ると
したら、そこをどのように担保するかという問題は大きくなる。つまり、セカンドライフ
が負う責任の範囲は大きくなる。システムエラーで、その人の財産がなくなってしまった
ら裁判で負ける。それを保証する意味でも、NGN 的なアプローチが重要になる可能性もあ
る。
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２ちゃんねるの西村博之氏が最近の議論で「貧乏人はこれからネットでしか生活しない」
といっていたのは印象的である。つまりネットでの生活にはお金がかからない。リアルに
生活することが幸せで、そのためにネットで必要な情報を入手したり、消費行動をするの
が、これまでの e ビジネスの発想であったが、根本的に e ビジネスが自己実現そのもので
あるという宣言がされるのかもしれない。お金を使った消費行動、社会参加による自己実
現、コミュニティ、労働、恋愛をするのがこれまでであったが、メタバースの中でこれら
が全てできる。スポーツで体を動かし汗を流すことだけはできないが、それ以外はできる。
そうすると、極論を言えば、生存行動（食べる・寝る）にだけお金を使い、後の残りは全
てメタバースで生活するということもあり得る。極端な話をしているが、ここでメタバー
スが負う責任、それを支えるだけのインフラ、社会プラットフォーム、社会システムが必
要である。メタバースの中で確保したお金をきちんと担保する、セキュリティレベルを担
保するということが、こういう生活をする人にとっては非常に重要になる。このことは、
NGN に対するひとつのヒントとなる。

（１０）マルチパーソナル

これからはマルチパーソナルという発想があるかもしれない。つまり、セカンドライフ
では夜ネカマになる人がいる。例えば、ネカマになっている人達はリアルな自分と違う人
格でセカンドライフを楽しみたい。こういう人と、会社のプロジェクトに邁進している人、
休日街で出会った彼女を必死に口説いている人、NPO の仲間達と環境貢献活動をしている
人、こういう４つが同じ個人であったらつらい。個人の人格は、いろいろな局面によって
価値観、お金の使い方もバラバラである。今までは、これを捕捉しようがなかった。しか
し、ユビキタスネットワークの社会では、それぞれの状況は捕捉可能であり、そういう人
達にアプローチできるようになる。その意味では、個別の人格ごとにマーケティングをす
る、管理をするというターゲティングビジネスの重要性が高まる。

ID の管理や、個人の認証の発想を、一人の人間の上にメタな概念として入れていくこと
が必要になる。NTT ドコモの 2in1 は、その一つの現象として出てきたと思う。自分自身で
自分のパーソナリティを多様に管理したいという人が今後増加する。2in1 は、会社の自分
と遊びの自分を分けるということで、非常にわかりやすい。お金の払う主体も異なる。電
話番号、メールアドレスも分けて利用する。
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（１１）ユビキタス環境におけるシームレスサービス

ユビキタスな時代に、Google のような公共財を大量にばらまく人達が出てくる。社会情
報（Web だけではなく、音楽、カメラ、商品、コンテンツ、センサーなど）があるなかで、
それと個人の行動情報をマッチングさせて、そこにビジネスの要素を加えるというモデル
が今後増える。そうなると、社会情報をそういう形で社会に流通させ、プラットフォーム
を管理していくことが重要になる。

ユーザの情報だけでなにかをやるということではなく、社会情報とのマッチングが求め
られる。そこには、映像、防犯・防災なども含めて、多くの社会情報が結びつけられるこ
とが必要となる。これは NGN の発想のひとつのヒントになるかもしれないが、こうした
社会情報をどう集めてどう流通させるかがこれから先必要になる。経済産業省の情報大航
海プロジェクトはこの考え方にのっている。つまり、ユーザの行動情報と社会情報をどう
組み合わせるかということである。

（１２）広告モデルにおけるプラットフォーム化

NGN の話に行く前に広告モデルについてみたい。ネットビジネスでは、広告モデルが非
常に大きな位置を占めているので、この広がり具合は、NGN のアイディアをふくらますた
めに重要だといえる。

広告プラットフォームというのは、マスメディアを中心に広告クライアント企業とメデ
ィアをつなぐというモデルであり、そこにネットビジネスがのってきている。この広がり
の中にユーザの行動情報、ポイント、ダイレクトにものを売る EC などがのってきている。
こうした方法で、広告モデルはマーケティングをして、消費者をつないで利用するという
領域まで広がってきている。さらに、決済、流通小売などのデジタルプラットフォームで、
ユーザの行動を管理して、つないでいくという流れも出てきている。そうなると、単なる
広告の世界は、インストアのセブンイレブンの店頭レジ、クロネコヤマトの受け取りの際
に渡されるデジタルデータなども含めて、非常に広い概念に広がる。こうしたプラットフ
ォームビジネスでは、お金が動きやすい。企業の販促費や広告宣伝費、企業の営業コスト
などのお金が動きやすいところで、このあたりに多くのネットビジネスがうごめいている。
そうなると、NGN にとって、こうしたプラットフォームになにが載せられるのか、BtoB、
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BtoC、BtoBtoC がどのようにしてアプリケーションやサービスを載せていくかをみるだけ
でも NGN のヒントになる。

図表 3-15 広告モデルにおけるプラットフォーム化の進展
メ ディア / チ ャネル

生 活者
広告宣伝

ク ラ イアント企業

代理店/ サプライヤー

TV

ネット環境の普及

新聞

DVR

雑誌

マス広告
SP

広告
プラットフォーム

モバイル環境

経営

Web
プロモーション

ラジオ
OOH

位置移動情報

インターネット

顧客

ダイレクト
マーケティング

モバイル
ポイント
プラットフォーム

行動

企業通貨/ポイント

ビヘイビア
マーケティング

共同マーケティング

データ蓄積
プラットフォーム
CGM / クチコミ

CRM

営業
プラットフォーム

PR

商品開発

EC
プラットフォーム

購買

流通

ブランディング
ダイレクト
マーケティング

位置情報/ 行動情報

マーケティング戦略

効果測定
プラットフォーム

アフィリエイト
ドロップシッピング

店頭営業

決済
プラットフォーム

物流 / 3PL

価格設定

BPO

販売店営業

デジタルPOP

デジタルクーポン

SIer

MD

流通・小売系
プラットフォーム

ロジスティック

POS

出典：D4DR

（１３）NGNの価値

客観的に NGN を外部からみると、QoS（信頼性の担保）が最も多く話題にされている。
質的管理については、書留郵便的な情報の質に関して課金をする、あるいは差別化すると
いう話が議論としてよく出ている。３つめは、個体識別と認証であるが、これはデバイス
と関連してくる。個別認証、個別認識でかなり優位性がある。i モードがある意味最も成
功した NGN 的なサービスだとすると、i モードの良さは QoS はさほどでないが、質的管理
の面では、i モードで許可をする公式サイトの管理がメタのレベルで行われている。そう
考えると、i モードはデバイスと絡んだ認証が可能で、それにともなう課金という仕組み
が価値を持っていた。

基本的な個体識別と認証の上にどういうサービスアプリがのせられるかが、NGN の優位
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性をアピールするに際して重要な点である。例えば、DNS をアプリケーションに近いレベ
ルで実装したときに、エイリアス的なアプローチができないか。例えば、○○社の人事部
長を DNS でサポートする体制ができてくると、ニーズは高いと思われる。人はしょっちゅ
う異動で変わるので、認証可能なところ（つまり別の会社の人事部長）に対してコミュニ
ケーションが可能である。不特定多数から受け付けるのか、あるいはあるレベル以上の承
認された人だけにするのかというあたりは、いろいろと設計上の課題があるかもしれない。
DNS 的な発想で実装していくと、場所や端末レベルで DNS を持っても良く、それを開放
して利用可能にすると全体の価値は相当上がる。

もうひとつはテンポラリーID である。行動情報マーケティングでは、ユーザを個体識別
し、認証したい。しかし、それをテンポラリーに扱えるか。例えば、新宿歌舞伎町にいる
ときだけに認証をすることができないか。クッキーも含め現在の認証のマーケティング上
の問題は、その人がどんなサイト見たか、どんなバナーをクリックしたかということは把
握可能であるし、それをサービスしているところも増えてきている。多様な人格を使い分
けていることを考えると、例えば、歌舞伎町で、かわいい女性がいるキャバクラへでも行
くかといったときに、こういうタイプの女性を探しているという ID の発行を受ける。し
かし、その ID はその場のテンポラリーの ID であって欲しい。いつまでもクッキーのよう
に認識されるのは好ましくない。位置情報から把握して、歌舞伎町から出た場合には痕跡
が自動的に消えているというのが望ましい姿である。ID をテンポラリーで管理するという
ことは、個体識別と認証が可能であるからこそできる。メタなレベルで、DNS やテンポラ
リーID を網の中のインテリジェンスとして管理をしていくことができれば、それは現在の
クライアントベースのクッキーによる管理と差別化できるわけで、大きな価値となる。

4 つめのポイントとしては、NGN は公衆通信網なのか、自営通信網なのか、つまりイン
ターネットは自営通信網になりうるのか。極論であるが、警察が使うのか、自衛隊は使う
のか。警察や消防のような組織が、NGN のアプリケーションを使う主体として、自営通信
網を使う主体になりうるのか。もしこれがあるとすると、公衆通信網が自営通信網になり
うるということであり、NGN が使える範囲が広がる。

総務省では、デジタル化することにより捻出されるアナログ周波数が議論されている。
そこでは、公衆通信と自営通信を分けて議論されているが、自営通信網を新たに割り当て
ようとしている。ただし、専用で使うのではなく、自営通信網であるが、有効活用をどう
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するか、複数の主体が相乗り、あるいは正常時と緊急時を分けるというような体系で周波
数を申請してもらうというのが総務省の考え方である。NGN にもそういう発想があり得る
かもしれない。公衆通信網として、インターネットとは異なるもうひとつの存在として考
えられているが、自営通信網にもなりうる NGN ということになると、見え方が異なるか
もしれない。NGN が公衆通信網だとして、ユニバーサルサービスとして利用できる部分が
あるのかという点も議論があり得る。

（１４）NGNにおけるプラットフォームの価値

これからプラットフォームが非常に重要な要素で、プラットフォームが NGN の価値を
規定する大きな要因ではないかと思われる。通信網そのものがプラットフォームとしての
価値を持ちうる。そこにどんなデバイスが組み合わさるか、どんなコンテンツが使われる
のかをみていく必要がある。

例えば、既存メディアは、NGN で利用が想定されている分野の一つである。既存メディ
アとしてこれを載せていく。従来のプロのコンテンツを中心に、従来のメディアのモデル
の中で、特定のデバイスで生活者に渡していく。このモデルはわかりやすいし、あり得る
世界である。

インターネットが最も得意としている分野に、どう載りうるのか。その時に、前述のメ
タバースが関係してくる。プラットフォームそのものに対する生活者の期待値は非常に高
い。それに対して、信頼性を含めて別な体系としてお金を払っても良い、デバイスも変え
てもよい。その意味では、メタバース的な世界は、生活者からしても NGN に期待があり
得る。ただ、この領域では、大多数のアプリはオープン性が求められるので、レイヤとし
てもかなりオープンでないといけないということが求められる。生活者がコミュニケーシ
ョン中心でやっていく領域は、大きくは従来型のインターネット型のモデルが中心になる
と思われる。

NGN の活躍が最も期待されているのは、従来の専用線、VPN に近いところを奪い取っ
ていくという領域である。ここでは社会プラットフォームとしての視点が重要である。逆
にいえば、従来の企業間の専用線ではなく、あるプラットフォームが NGN を規定してい
くと考えると、企業の非競争領域の再構築の中に、NGN のネットワークとして横断的な社
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会プラットフォームを形成していく方向がメインになる。

（１５）NGN活用の事例

わかりやすくするため、２つの事例を示す。まず、防犯という点は大きい。地域防犯の
プラットフォームを社会プラットフォームとして設計していくことが可能であれば、NGN
がそれを支えるインフラとして重要な役割を果たす。この場合には、プラットフォームと
しての地域防犯プラットフォームがありうるのかどうかということになる。例えば、セコ
ムが一社で提供するよりは、プラットフォームとしてある地域を共通にカバーする。そこ
の監視カメラの映像、いろいろな行動履歴、防犯のノウハウ、PTA の口コミ情報など地域
としてプラットフォームでコントロールできて、センサーが地域で面的に展開されている。
当然、警察のネットワークも接続可能で、警察の API と接続可能なプラットフォームであ
ると望ましい（警察はやらないかもしれないが）
。サービス事業者はこのプラットフォーム
と接続することで個別のセキュリティサービスの付加価値を付けて提供できるモデルであ
る。プラットフォームの運営主体としては、民間企業が中心であるが、NPO 的なものもあ
りうるかもしれない。蓄積されたデータは、プライバシーもかなり含まれているのでセン
シティブではあるが、活用することでプラットフォームビジネスを支えることも可能であ
る。こういうアーキテクチャがあり得るのであれば、NGN 的なアプリケーションを展開す
るのにもってこいである。

図表 3-16 地域防犯プラットフォーム 2.0 のイメージ
一部警察等の情報開放
不正利用チェック
監視カメラ映像
行動履歴情報（集合知）
防犯ノウハウ等

官

センサー

センサー

クチコミ・評価
地域防犯プラットフォーム

NPO,民間企業
運営

マーケティング
ビジネスへの活用
・データ販売
・設備への広告掲載

サービス事業者

地域型セキュリティサービス
（自宅以外含む）

出典：D4DR
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もうひとつは情報家電である。これも家電のコンテンツプラットフォームがプラットフ
ォームとして存在できるのであれば、NGN の活躍の場は大きいのかと思う。例えば、エア
コンの利用状況を制御したり、地域の温度設定情報と使用状況データなどが集合知として
蓄積されて、それに応じて平均値の温度にする、一定値の温度にするといった管理が可能
となる。プラットフォーマーは、サービスとして環境に優しい料金体系で電気会社と契約
をする。安いコストで環境によい料金設定で、エアコンの温度設定はプラットフォームに
任せるというサービスが成り立ちうる。

図表 3-17 情報家電向け知識情報流通プラットフォーム 2.0 のイメージ

利用状況（集合知）
官
エアコン・炊飯器
オール電化制御コンテンツ
社内ナレッジ

CO2削減補助金

家電コンテンツ流通プラットフォーム

B社
ハード
ウェア

家電メーカーA

家電メーカーB

・美味しい炊飯プログラム
・環境によい温度設定プロ
グラム

A社
ハード
ウェア

出典：D4DR

ハードウェアのコントロールとコミュニケーションを可能にする世界であるので、２ス
テップ、３ステップが必要となるが、NGN を意識すれば、家電メーカーの非競争領域とし
て情報の流通を促すプラットフォームが作れたら、ここにも NGN の活躍の余地は十分あ
り得る。
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図表 3-18

固有
情報

レシピ等

ヘルスケア

地域情報

その他生活支援

複数企業・リアルタイムのオペレーションデータの統合

①

機器の管理情報

宅配型ビジネス情報

監視映像

保全情報

共通センターサービス・サイトサービス・サイト & 課 金収納
リモート・コントロール

Service & Support

生活支援(レシピ・ヘルスケア・地域情報等)
Billing

Security

携帯網

無線系

IP網

住宅・住宅地を
選択する
モノサシとして

小電力線
赤外線

省電力・近距離に向く
電力線 Ether Net
宅内ネットワークの
選択
Bluetooth
ZigBee
UWB

電子レンジ 電気ポット
Client Devices

–

複数企業・リアルタイムのオペ
レーションシステムの統合
生活支援情報の収集・整理・
統合→ユーザー別適時提供

②デバイス間ネットワークセ
キュリティの技術プラットフォー
ムの確立

携帯端末
③ 汎用ターミナル

宅内
有線系

センターサービス/サイトサー
ビス ＆ 課金収納サービス
の共通化

–

セキュリティ
サービス

Bro ad
Band

宅外

LAN

–

②モノとモノをつなぐN/Wのセキュリティ技術プラットフォーム

回線

Gateway
Devices

総合的な
ホームコントロール
生活支援
サービスを
利用したい

共通課金収納システム
網

ネット
ワーク
インフラ

①情報プラットフォームの水平
統合

Web上の生活支援情報のスクリーニング・整理統合技術

一般
情報
Co ntents

業界構造変化の仮説(ホームコントロール分野)

ランドリー

冷蔵庫

浴室
センサー 監視カメラ
トイレ
ヒート
冷暖房
電気錠
ポンプ

照明

④ 特化型サービス

総合的
ホームコントロール
サービスを
受けるN/W基盤が
整備されて
いるか？

③携帯端末連携の汎用ターミ
ナル
–
–

メーカーによらない汎用
gateway＆コントロールパネル
携帯電話との連携

④特化型ビジネス

メーカーに
拘わらず
サービスが
受けられるか？

出典：D4DR

２つほどイメージの紹介をしたが、この後は業界別の汎用的な説明になる。NGN のアプ
リケーションを NGN の持つ価値の中で応用していく分野が多くある。これまでのインタ
ーネットでできる分野も沢山あるが、NGN の持つ価値をいかすことができる分野は、これ
までのインターネットサービスと異なる側面で、トータルのバリューを作っていく分野が
ある。

コンテンツ放送分野も IP 再送信などで想定される有力な分野である。ユーザ主導による
コンテンツ流通に関しては、インターネットの方がやや強いが、PtoP 型のモデルをインタ
ーネットで構築することと、NGN で構築するリスクを考えて、アメリカで出てきているベ
ンチャーなどは、PtoP 型をハリウッドと共同で行うというモデルもみられる。NGN の PtoP
型モデルは興味深い。
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図表 3-19 コンテンツ放送業界における ICT 化の動向
すでに取り組みが始まっている先進動向

コンテンツ

今後活用が期待される動向

●コンテンツファンドによる資金調達
●プロダクション自身によるネット配信
●Podcasting、CGMコンテンツの流通

①ユーザ主導によるコンテンツ流通の自由化
アグリ
ゲーション

●ユーザによるコンテンツ再編集と流通
●ユーザによるコンテンツのメタ情報、タギング、プレイリストの生成
●ダイジェスト生成サービス

●ランキング、リコメンデーション(Amazon)
③ユーザの行動情報をベースにした
●パーソナライズドサービス(Tivo)

プロモー
ション

課金広告プラットフォーム

●課金プラットフォーム(GoogleVIDEO&Google PAYMENT)
●コンテンツマッチ広告プラットフォーム(Google動画広告)
プラット
フォーム
(課金・認証)

ディストリ
ビューション

デバイス

●DVRによるCM飛ばし問題
●課金型コンテンツ配信(iTunes Music Store)
●無料広告型動画配信(Gyao)

●P2P共有型コンテンツ配信(YouTube、ナップスター)

②ディストリビューションの
サービス付加価値型モデル

●地デジ・ワンセグ・データ放送
●NGNによる高品位のIPTV
●DVR&ホームサーバ
●ロケーションフリーによるユビキタス視聴
●配信サービスと連動したモバイルデバイス(iPod)

出典：D4DR

ユーザの行動情報を元にした課金広告プラットフォームも、前述のマーケティングの先
にある面白い領域である。課金・広告ということであれば、NGN の信頼性を元にしたモデ
ルがあり得るかもしれない。ハードウェアとセットにすることが容易な領域であると思う
ので、参入の余地は大きい。

流通小売に関しては、店舗のデバイス系は NGN の活躍の余地が大きい。特に店舗のデ
バイス系では、インストアのデジタル POP、デジタルポスター、POS 端末など、企業の情
報系システムの先の世界に入りやすいところがある。家庭のデバイスと連携するという点
では、店舗の仕組みの延長線上でありうるかもしれない。
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図表 3-20 流通・小売業界における ICT 化の動向
すでに取り組みが始まっている先進動向

店舗
開発

今後活用が期待される技術動向

・出店戦略

商品企画
開発

②MD&物流のプラットフォーム化

●DWHを活用したMD・調達および商品開発(リテールリンク/ウォルマート)
・卸・調達
・プライシング ●天候・催事等を加味した発注情報システム(セブン)

MD

●共同調達システム(伊勢丹ADO)

ロジス
ティック

・物流
・SCM

●共同物流センター
●RFIDを活用した物流システム

①店舗・顧客接点の情報武装化
マッチング

・店頭棚割り
・POP

●RFIDを活用した商品情報(スマートシェルフ/丸井)
●CGMによる商品情報端末(ゼンショー&アットコスメ)
●デジタルショッピングカート(独メトロ)

・決済・購買
アクティ ・ポイントカード
ビティ ・クーポン販促
・顧客リレーション

ディストリ
ビューション

●ポイント共通化による共同マーケティング
●FeliCa/Edyによる電子決済
●携帯クーポン(トルカ)

●照明光通信

●POS活用携帯クーポン配信
●ICタグ内蔵ポスター

③家庭のデバイスと連携したディストリビューション
・自動販売機
・宅配サービス

●コンビニによる宅配サービス
●RFIDを活用した冷蔵庫在庫情報連動

出典：D4DR

照明と光通信については、照明と PLC を組み合わせて通信してしまうということがある。
ひとつは照明の光通信もあるが、LED をモジュール化し、通信可能なものとしてしまう方
法もある。モジュールの中に無線やカメラなどの端末を付けて、裏側をネットワーク化し、
ビルや店舗の照明を置き換えてしまうという動きもある。その時には、センサー制御も含
めて考えると、NGN は非常に適している。IPv6 で個別認証と個体識別をセットで NGN を
利用するというのは興味深い。経済産業省の研究会などがこれから立ち上がるが、照明は
面白い世界である。

自動車はデバイスと絡む。インターネットというよりは NGN が活躍する領域はある。
車両への情報配信は既に進んでいるが、車輌からの情報収集と、それに関連する各種サー
ビスの領域はこれから期待される。カーシェアリングはインターネットでも十分可能かも
しれないが、車の個体識別をしてシェアリングで管理制御していくときには、無線系が中
心になるかもしれないが、NGN を入れる余地は多少あるかもしれない。
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図表 3-21 自動車業界における ICT 化の動向
すでに取り組みが始まっている先進動向

今後活用が期待される動向

技術開発

○所有者の走行情報を集積・活用した新車開発

製造業からサービス化への流れ
製造

●部品調達のオープン化

●RFIDを活用した製造管理システム

販売

①車両への情報配信サービス
移動・交通
支援

②車両からの情報収集・発信

●VICS渋滞情報、公共交通情報システム
●ETC自動料金収受システム
●歩行者向け自動車接近情報配信
●集合知型カーナビ(HONDA)

●UTMS新交通管理システム(車両間双方向通信)
●ASV自動運転、AHSインテリジェント道路

●車両への無線コンテンツ配信
●カーナビによる地域情報マッチング

サービス

○各種センサーによる環境情報収集とその共有・再利用
○車載ライブカメラによる動画発信、共有と立体地図作成
●VRM(遠隔診断保守・車両履歴管理・保険料割引等)
●携帯によるリモート状況確認、車上荒し対策
○パーツ共有

保守
メンテナンス

③所有形態の変化・シェアリング
・レンタカー
・中古車流通

所有

○車両価値のリアルタイム査定
○デジタル車両広告
○従量課金型車両販売

●RFIDと無線LANを活用した中古車オークション
●カーシェアリング

出典：D4DR
地域防災・防犯は先述の通り、NGN で最も有力なもののひとつである。

図表 3-22 地域防災・防犯業界における ICT 化の動向
すでに取り組みが始まっている先進動向

今後活用が期待される動向

予防

②履歴情報の蓄積・可視化・共有化と活用

可視化

●犯罪者データベース(米)
●国土情報(河川・地質・活断層)マップ・GIS
●ハザードマップ
○過去の犯罪・災害情報の公開

●子ども・高齢者向けGPS監視
●見守りセンサー・防犯カメラ・在室確認
○災害時の安否確認

見守り

通報・警報

対処・避難
救援

原因究明
対策

③蓄積データの二次サービス活用

○センサー情報、カメラ画像の地域共有
○犯罪・災害情報をベースにした地域評価システム

①携帯・センサ系デバイスのネットワーク化

○GPS携帯による周辺地域内への一斉通報
●生体センサによる医療通報

●センサー系自動通報、侵入検知
●携帯電話を活用した地域防犯システム
●緊急地震速報

●自動販売機の災害時の無料化機能

●車両へのブラックボックス搭載

出典：D4DR
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ナレッジマネジメントは、特に企業の共通プラットフォーム、例えば上場企業の全ての
企業の人事部をネットワーク化するといったことも含めて、業界横断で、セキュアで、か
つ企業間で連携をとる必要がある場合、信頼性のおける仕組みを作るものとして NGN の
活躍の場としては大きい。企業間横断という点で NGN に対する期待は大きい。

図表 3-23 ナレッジマネジメント業界における ICT 化の動向
すでに取り組みが始まっている先進動向

●検索エンジン
●質問・Q&Aサービス(はてな)
●ソーシャルブックマーク
●Salesforce.com

知る
調べる

思考する
分析する
計画を立てる

今後活用が期待される動向

③知識のオープンソース化

①コミュニケーションのソーシャル化
●ソーシャルスケジュール共有(GoogleCalendar等)
●公開型社員ブログ(Channel9/microsoft)
●ビジネスSNS
●社内MTGの公開Podcasting(はてな)

伝える
共有する

●VoIPによる多人数ビデオチャット(Skype,iChat)
●デジタルホワイトボード

●WISYWIGのWikipediaによるリアルタイム共同編集(Jotspot)
●Web上のオフィスアプリケーションと共同編集(Writely,Sumnum…)
●ドキュメントのXML化、マッシュアップ

生産する
創造する

評価する
判断する

②同期/非同期のよりダイナミックで
効率的なコラボレーション

●外部の集合知による評価と意思決定(はてなアイデア)

教える
学ぶ

出典：D4DR

NGN にとって有望な業界をみてきたが、IP をベースとしたレイヤ構造化した世界で解
けていってしまうもの、例えばコンテンツ産業、放送と通信の融合などがある。もうひと
つの側面は、こうした産業がプラットフォームとなり、その上で業界が大きくなる。各産
業に立脚したモデルで、従来のインターネットのベストエフォート型ではのりにくいもの
にはチャンスがある。これによってバリューチェーンが解体・再編され、効率化していく
こととセットで、NGN が入り込む余地は大きいと思われる。

シナリオ３は、Google 的に知識価値の方にシフトしていくモデルである。例えば、炊飯
器を考えてみる。炊飯器ビジネスが第４次産業になるということはどういうことか。お米
が第１次産業、炊飯器はお米を楽に炊くという第２次産業、外食産業は変わりにお米を美
味しく炊いて提供するという第３次産業となっていたが、おいしくお米を炊く知識を提供
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する産業がある。製造業がこうしたレイヤのビジネスモデルにシフトしていくと、第４次
産業的な価値を支えるのはハードウェアとセットになった知識情報である。これを支える
という意味で、ハードに接続される NGN が価値を提供するのであれば、第４次産業が活
躍する。これは、産業構造が知識産業ベースにシフトしていくことを前提としたイメージ
である。
図表 3-24 産業構造変化の仮説
[シナリオ1]情報通信産業との融合化
情報通信(ICT)産業によって置き換わる、取り込ま
れる、あるいは融合する。
(ex. コンテンツ産業、放送と通信の融合、EC、オ
ンライン証券など)

情報通信(ICT)産業

[シナリオ2]バリューチェーンの解体・再編・効
率化

[シナリオ3]第四次産業・知識産業への進化

革新的なデバイスや情報流通の仕組みが導入され
ることで、従来のバリューチェーンや業界構造が
解体・再編され、今までになかった水平型の情報
プラットフォームや垂直統合型モデルが登場し、
強みを発揮する。
(ex.広告業界におけるAdwords、MVNOなど)

デバイスや情報流通の進化により、従来のモノや
サービスとしての価値はコモディティ化して価値
を失い、知識を付加価値のベースにした産業へと
進化する。
（”炊飯器”を売るビジネスから、美味しいご飯
を炊くための”知識”が価値を持つ産業構造へ）

情報通信(ICT)産業

情報通信(ICT)産業

コ ン テ ン ツ ・プロ バイダ
Contents Provider
サ ー ビ ス ・ プラッ トフォ ーム
Service Platform
ネットワーク
Network

業界構造の
解体・再編

新たなデバイスや
情報流通

デ バ イ ス ・ ハード ウェア
Device H/W

融合・吸収

新たなデバイスや
情報流通

水平型プラットフォーム
(マスターレイヤー)

垂直統合型モデル

出典：D4DR

（１６）まとめ

日本の情報家電は、すりあわせがうまくできていないといわれている。NGN も同じ問題
の構造を持つのではないかと思う。デバイスの要素とサービスの要素については、すりあ
わせをしないと花が開かない。この分断傾向を解決していくことは非常に重要である。イ
ンターネットベースの世界は勝手にどんどん走るので、勝手に走った要求を満たしていく
という従来型のモデルでいけるが、NGN ではすりあわせが必要である。

公共財が重要であるので、知識情報を活用するということは、長い目でみると NGN の
市場を拡大していくためには重要である。民間で勝手にやれる、口コミベースのような
Web2.0 のサービスは勝手にどんどんやればよいが、社会資本になりうる情報財は、質の高
いコンテンツ、例えば、NHK のアーカイブスの情報、河川の監視カメラの情報、防災関連
に使える情報などを含めた民間が自由に使える情報、全て税金ではなく、民間と半々でや
るようなモデルが可能となってくる。そうなると、情報流通の仕組みとしての NGN の活
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用は高まると思う。パブリックに民間が集める、みんなが活用可能な公共財としての情報
を増やしていくことが長い目で見ると重要である。

社会の情報の流通を促進するための法体系の整備については、NGN があることで著作権
制度の運用が多様化できる、あるいは個人情報保護制度の緩和がはかれることがあるかも
しれない。さまざまな情報社会資本があることで、NGN と接続されると大変面白いことが
起こるかもしれない。

国際展開については、NGN プラットフォームの横展開でアジアに進出できるというモデ
ルができることが産業構造としては望ましい。日本はインターネットではなかなか勝てな
いが、垂直統合に近い社会システムで NGN プラットフォームとセットで輸出できる仕組
みがあると面白い。そういう意味では、警察や消防システムが輸出できるとおもしろい。
アジアの国で使われるモデルが作れるかも課題である。
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第４章
４．１

我が国のNGNとインターネットサービスの産業構造
NGNとインターネットサービスの課題－Ⅰ

（サービス提供者から見た課題）
４．１．１

スカイパーフェクト・コミュニケーションズ

４．１．１．１

スカパーJSATグループの事業概要

一般の顧客から見た場合のスカパー！の主なサービスは３つに分けられる。

①

スカパー！：最も古くから２つの衛星を利用して放送しているサービス

②

e2 by スカパー！：110 度 CS で放送しているサービス

③

スカパー！光：光ファイバーを使い RF 伝送で配信している有料多チャンネル（地
上波、BS 再送信を含む）放送サービス

2007 年の春に、スカパーJSAT という持ち株会社ができ、元々あったスカイパーフェク
TV！と JSAT が、持株会社の下に入り、経営統合された。通信衛星（CS）の衛星放送を行
うプラットフォーム会社と、通信衛星のサービスを行っている JSAT の 2 つの会社がグル
ープとして一体運営できるようになっている。JSAT は、もともと衛星が本業であり、衛星
を所有し、トランスポンダーを貸し出す事業を行ってきている会社である。スカパー！は
衛星以外に、光ファイバーを利用した放送サービス、ブロードバンドのコンテンツ配信、
モバイル（携帯電話）のコンテンツ配信にも参入している。JSAT のモバイルは、移動局で
使える送受信サービスがある。例えば、災害時の衛星を使ったサービスや通常の有線が行
きにくいところでのサービスがある。
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図表 4.1.1-1 スカパーJSAT グループのサービス概要

スカパーJSAT
スカイパーフェクTV!
FY06 営業収益

〔854億円〕
〔75億円〕

FY06 EBITDA

マルチプラットフォーム
事業

事業内容

位置付け

連結試算

〔387億円〕
〔208億円〕

〔1,169億円〕
〔283億円〕

衛星通信
事業

DTH
事業



スカパー！光



スカパー！



IP放送・VOD



ｅ２ ｂｙ スカパー！



モバイル

DTHのノウハウを
活用して成長

JSAT

コアビジネスにおける
収益性向上

成長領域



国内通信



国際



政府関連



モバイル

(*EBITDA は単純合算)

安定的な利益
の創出

安定した利益

なぜスカパー！と JSAT が経営統合をしたかという理由について、諸外国の例と比較で
みた図を示した。衛星保有、顧客管理、マーケティング、番組提供・政策の４つに分けて
海外の DIRECTV（アメリカ）、BSkyB（イギリス）、スカパー！を比較すると、海外の多く
は垂直統合型のモデルをとっているので、スカパー！の場合にも垂直統合型を目指して、
よりサービスを一貫して提供できるようなビジネスモデルに近づけている。各国の有料多
チャンネル放送の普及率をみると、アメリカの 88%、イギリスの 44%に対して、日本は 20%
と低い。
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図表 4.1.1-2 内外の衛星放送事業者の垂直統合

SES

衛星保有

経営統合によって、
より米国型の
ビジネスモデルに
近づいた。

JSAT

顧客管理

スカイパー
フェクTV!

プラットフォーム

マーケティング
（加入促進／
番組販売）

自主コンテンツ

放送
事業者

番組

DIRECTV (US)
Echostar
有料多チャン
ネル放送
の普及率

(UCL、 Jリーグ、
MLB、 格闘技 etc.)

スカパー!

BSkyB

日本の有料多チャンネル
放送の普及率は、未だ欧
米よりも低い。

88%
44%
20%

(Source: Japan－Japan Sattelite Broadcasting Association
UK-Office of Communication,
USA-National Cable&Telecommunication association )

スカパー！のこれまで歴史をみると、1997 年から 124 度、128 度の衛星を使った有料放
送をスタートし、2002 年には 110 度 CS でもサービスを開始し、e2 by スカパー！が始ま
った。2004 年にスカパー！光が始まった。

図表 4.1.1-3 スカパー！の個人契約件数の推移
＜個人契約件数の推移＞

04/2 ピカパー ！（現スカパー ！光）
サービス開始

4

■ スカパー ！
■ ｅ２ ｂｙ スカパー ！
■ スカパー ！ 光 他有線系
3

02/7 スカパー ！ 110
（現ｅ２ ｂｙ スカパー ！）
放送開始

2

97/１パーフェクTV!
(現スカパー ！ ）
有料放送開始

1

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
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2003

2004

2005

2006

４．１．１．２

スカパーJSATグループの基本ビジネス構造

大元の放送番組は放送事業者から供給を受ける。多くの番組は外部の放送事業者から提
供を受けるが、スカパーJSAT グループでも一部放送事業者の免許を持ち、番組の制作を行
っている。提供を受けた番組は、放送センターから MPEG-2 にエンコードして、アップリ
ンクしていく。衛星としては、124 度の JCSAT-4A、JCSAT-3A、N-SAT-110 を利用している。
4A、3A が従来からスカパー！と呼んでいるサービスで、110 度が e2 by スカパー！のサー
ビスを行っているものである。

顧客は、受信機またはテレビを利用して受信する。直接受信の場合には視聴契約を行う。
124/128 度のスカパー！については、光ファイバーによる再送信サービスも行っている。
これは、光ファイバーを使った RF 伝送方式である。

図表 4.1.1-4 スカパーJSAT グループの基本ビジネス構造

放送事業者 (番組の制作・供給）

JSAT他 （通信衛星保有）
JCSAT-4A

JCSAT-3A

N-SAT-110

番組供給
送信
アップリンク

送信局
直接受信

放送センター
チャンネル鍵開け情報

カスタマー・サービス・センター
（㈱データネットワークセンター）

プラットフォーム（スカイパーフェクTV !）

チャンネル
の選択

加入者 (受信機）

光ファイバーに
よる受信
5

４．１．１．３

スカパー！の普及の沿革

2006 年 7 月に、総登録者数が 400 万を突破した。2002 年には、ワールドカップの全試合
を生中継している。その間、会社も合併などがあり大きくなってきている。加入者数は毎
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月発表している。スカパー！は 360 万加入、e2 by スカパー！は 59 万加入、光サービスは
4 万 9,000 加入である。
124/128 度のスカパー！については、今後ハイビジョン化を進める予定である。e2 by ス
カパー！は加入者を伸ばすべく努力中である。３波共用受信機は毎年 1,000 万台単位で急
増している。スカパー！光は、伸び率は高いが絶対数はまだ少ない。e2 の目標値は 180 万
件、スカパー！光は 80 万件である。

図表 4.1.1-5 スカイパーフェクト TV！の歴史

４．１．１．４

３つのスカパー！サービス

視聴者の自宅での見方をみると、124/128 度の放送については、多チャンネルが特徴で
ある。テレビで約 200 チャンネル、ラジオが約 100 チャンネルある。

110 度の衛星を使った e2 by スカパー！は、トランスポンダーの数が少ない、一部ハイ
ビジョン放送も行っていることから、テレビのチャンネル数はデータ放送を含めて 69 であ
る。

この２つの方式の相違点は、e2 by スカパー！については３波共用テレビ・レコーダー
（地デジ、BS、CS）で視聴可能であるが、124/128 度のスカパー！については専用のセッ
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トトップボックス（STB）が必要となる点である。

スカパー！光については、ファイバーを使った再送信によるサービスである。124/128
度の CS 放送については衛星と同じである。権利関係で一部再送信していないが、ほとん
どは同じ内容である。

図表 4.1.1-6 スカパー！の 3 つのサービス

ｅ２ ｂｙー スカパ ！

スカパー!
(124/128度
CSデジタル放送)

スカパー！光

(110度CSデジタル放送)

(FTTH 放送)

パソ コン
IP電話

NTT支局
ヘッドエンド施設

STB

テ レビ

同軸
ケーブル

テ レビ

IP線

STB

パソ コン
IP電話

チュ ーナー内蔵
デ ジタルテレビ

テ レビ

ONU
FTTH Line

<チャンネル数>
テレビ
ラジオ
計

１８６
１０１
２８６

<チャンネル数>
テレビ
（データ放送含む）

計
６９
（内４チャンネルがHD放送）
<総登録件数>
５５．７万
（個人契約件数 ４２．８万）

<総登録件数>
３６２．８万
（個人契約件数 ３１４．７万）

４．１．１．５

６９

<チャンネル数>
テレビ＋ラジオ
２８０
地域に応じた地上はおよびBSなど
２５～４０
計

３０５～３２０

<総登録件数>
４．３万
（個人契約件数 ４．１万）
（2007年9月現在）

サービス別成長ステージ

スカパー！の伸びをみると、既には安定した段階に至っている。最近の加入者数は安定
傾向にあり、既に成熟段階に至っている。e2 by スカパー！は、３波共聴ができる大型テ
レビの普及とあわせて急速に伸びている。スカパー！光は、まだまだこれから伸ばしてい
く初期段階にある。
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図表 4.1.1-7 スカパー！のサービス別成長ステージ
SKY PerfecTV!
（安定した成長段階）
安定した収益をあげながら、
内容の充実・改善で緩やかに成長

SKY PerfecTV! HIKARI
（イニシャル段階）
FTTHの伸長やNGNに対応したサービスの
開発でグロースドライバーに

e2 by SKY PerfecTV!
（急速な成長段階）
アナログ停波に伴うデジタルチューナーの
普及でグロースドライバーに

*
スカイパーフェクTV 単体営業収益
スカイパーフェクTV 単体経常利益（特殊要因を除く）
コンテンツ収支の赤字分
スカパー ！とｅ２ ｂｙ スカパー ！の総登録件数
* 特殊要因（サッカーW杯による損失約170億円）を控除している

2011 年の地上波の完全デジタル化をふまえて、今後どのようなことを進めていくかにつ
いて下図に示した。2008 年夏頃からハイビジョンサービスを追加していく予定である。e2
by スカパー！では既にハイビジョンサービスを開始しているが、今後チャンネルを増やし
ていく予定である。

図表 4.1.1-8 サービス別マイルストーン
FY2007

FY2008

FY2009

FY2010

北京
オリンピック
スカパー！

FY2011

南アフリカ
ワールド
カップ

・HDチャンネルの開局
・第一期 （2008年夏予定） :PPV（映画・サッカー・アダルト）,

プレミアム等 (10Ch.程度)

合計：30Ch.程度

・第二期 （2009年秋予定）：
・HDパックを販売
・高機能受信機投入
e2 by スカパー！

• HDサービス開始

5Ch.程度（予定）

10Ch.程度（予定）
・HDサービス開始
30Ch.程度（予定）

スカパー！光

• 訪問販売／Bフレッツと共同の量販店対人販売
• VODサービスとの連動
NTT’s FTTH 網の拡大計画

2010年に3000万世帯へ

IP、モバイル 他

・IP放送開始

・NTTグループの進めるNGNに対応

213

地上波放
送の
完全デジ
タル化

４．１．１．６

スカパー！光

スカパー！光はキャリアの光ファイバーを利用するものである。自社でファイバーを引
くということは行っていない。キャリアの光ファイバーとの組み合わせでサービスを提供
する事業モデルである。NTT 東西との連携で進めており、B フレッツ、光電話と組み合わ
せてトリプルプレイを実現できる仕組みである。これによってケーブルテレビと同じサー
ビスの提供が可能となる。

図表 4.1.1-9 NTT 東西とスカパー！グループの提携

通信・放送融合時代においてＮＴＴグループとスカパー！グループの
提携関係の強化！

提携による両社サービスの組み合わせで最強の
トリプルプレイサービスの提供
テレビサービス

インターネット

電話

このサービスには、多様な提携関係がある。具体的にみると、サービスの主体はスカパ
ー！の子会社であるオプキャストである。この他に、マーケティングを行っているオプキ
ャスト・マーケティングがあるが、これは NTT と合弁で設立した会社である。

番組としては、地上波、BS の再送信をしており、CS のチャンネルについては、番組供
給契約に基づいて配信している。

配信インフラは RF 伝送ができる映像配信で、NTT 東西、UCOM、中国電力のエネルギ
アコム、CATV のファイバーなどを利用している。
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導入の対象としては、集合住宅（マンション）と戸建て住宅がある。マンションの場合
は、デベロッパー、あるいはそこに機器を導入している企業に代理店になってもらう。ホ
ームタイプ（戸建て住宅向け）については、家電店、ISP などを代理店とする、あるいは B
フレッツとあわせたマーケティングを行っている。

データネットワークセンターは、スカパー！の関連会社で、衛星放送も含めたカスタマ
ーセンターであり、顧客窓口、顧客管理、カスタマーセンターを運用している会社である。

図表 4.1.1-10 スカパー！の提携関係の概要
地上波およびＢＳ各局

ＣＳ各放送事業者

再送信同意

番組供給契約

(株) オプティキャスト
出資
加入申込

１００％出資
コンテンツ供給
映像通信網
サービス契約

販売総代理契約

エネルギアコム

(株) オプティキャスト・マーケティング

スカパー！
ＮＴＴグルー
プ
合弁企業

（株）データネットワーク
センター
顧客管理・課金

ホームＴＹＰＥ代理店

代理店契約

CATV

マンションＴＹＰＥ代理店
（マンションＩＳＰ）

（家電量販店）

（ＩＳＰ）

ヨドバシカメラ、ビックカメラ
ヤマダ電機、コジマ
ケーズデンキ、エディオンな ど

ＯＣＮ、＠Ｎｉｆｔｙ、ＢＩＧＬＯＢＥ、
ＳＯ-ＮＥＴ、ＥＸＣＩＴＥ、
、Ｈｉ－Ｈｏ、ＧＹＡＯ

販売

つなぐネット、ＧＹＡＯ（ＵＳＥＮ）
ＮＴＴ－ＭＳ、伊藤忠ケーブル
バードビュー、ギガプライズ
ＦＮＪ、エフビット、ＮＴＴ-ＭＥ、
シーファイブ

販売

一戸建て

集合住宅

新築マンション
デベロッパー
既築マンション
管理組合

具体的なサービスエリアをみると、最も幅広くサービスしているのは東京近郊である。
人口密度が高く、大規模なマンションが集中しているエリアからサービスを開始している
ためである。したがって、現状は東京、名古屋、大阪エリアが中心となっている。東京 23
区の新築マンションの 50%以上で導入されている。千葉、神奈川にもエリアを拡大してい
る。

福島県の郡山でも同じサービスを始めている。長野県阿智村は地元ケーブルと共同で導
入しているものである。ケーブルテレビ足立は現在スカパー！の関連会社になっているが、
ここではケーブル局に直接配信している。福山市は中国電力のファイバーを使ったサービ
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スを行っているものである。

図表 4.1.1-11 スカパー！光のサービスエリア

東京
-23区の新規マンションの50％以上のシェアを獲得。
-千葉など東京郊外に地域拡大中。

㈱インフォメーションネット
ワーク郡山
(06／10よりスカパー!光サー
ビス開始)

長野県阿智村
(チャンネルリース)

福山市
(中国電力系の光ファイバーを
利用)

名古屋

ケ ーブ ルテ レ ビ 足立
(トランスモジュレーション方式で
デジタル化)

大阪

なぜ光サービスを始めたかという点については、スカパー！の放送サービスは衛星を二
つ利用し、チャンネル数が多いため、集合住宅での共同受信に問題があった点があげられ
る。マンションなどでは、地上波（アナログ・デジタル）、BS、110 度 CS などの共同受信
システムが導入されているところが多い。共同受信システムでは、ひとつの同軸で VHF、
UHF、CATV、BS などを送信するが、124/28 度の衛星については、その上の周波数帯に多
重するケースがある。衛星が３つあるので、多くの場合、124 度と 110 度の CS を地上波な
どとあわせて共同受信するには、同軸が３軸必要になる。最近の共聴システムでは、周波
数を広げて２軸で済むものもあるが、１軸では簡単に伝送できない。そのために、マンシ
ョンでは簡単にスカパー！を見ることができない。現実的には、地上波・BS は共同受信で、
スカパー！については自力でベランダにアンテナを設置するという組み合わせで対応する
ことが必要になる。

スカパー！光で行っている RF 伝送を使うと、スカパー！（124/128 度）の変調方式を変
えることによって（64QAM に変更する）帯域幅を圧縮し、CATV の帯域を使うことが可能
となる。この方式でも、110 度 CS の同時転送は難しいので、110 度 CS のみアンテナをつ
けることになる。
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770MHz までは、RF 伝送で扱える周波数である。その中に全てのサービスを入れ、共同
受信の同軸ケーブルで送り、それを上の帯域に再度引き上げる。そのために、110 度まで
入れると帯域が足りない。BS もいったん周波数を下げ、各マンションでもういちど戻した
上で、各戸でみていただく。普通の３波のテレビでそのまま使えることを考えたシステム
である。スカパー！光自体は衛星とは変調方式、周波数帯が異なるため、スカパー！光専
用のデジタルセットトップボックスを使う。

図表 4.1.1-12 スカパー！共同受信の周波数帯
222MHz
【V帯域】

1軸
対応

470MHz

770MHz

【スーパーハイバンド】

VH
F

UH
Fロー

CATV
多チャンネル

2150MHz

【U帯域】

カル

【BS-CS IF帯域】

地上

BS

デジタ
ル

デジタ
ル

2軸
対応

UH
Fロー

CATV
多チャンネル

カル

BS
デジタ
ル

CS
（ ス カイまたはパーフェク
T V ！）または１１０°ＣＳ

スカイサービスの全チャンネル or
パーフェクTV！サービスの約100ch
または１１０°ＣＳ

→スカパー！の約半分と110度CSは受信不可！

VH
F

BS
アナロ
グ

地上

BS

デジタ
ル

デジタ
ル

BS
アナロ
グ

BS
デジタ
ル

CS
（スカイサービ
ス）

CS （パーフェクTV！サービ
ス）

→110度CSは受信不可！
VH
F

UH
Fロー

CATV
多チャンネル

カル

3軸
対応

地上

BS

デジタ
ル

デジタ
ル

BS
アナロ
グ

BS
デジタ
ル

110度CS
CS （スカイサービ
ス）

CS （パーフェクTV！サービ
ス）

→全放送サービス受信可能！

図表 4.1.1-13 スカパー！光の共同受信の周波数帯
76MHz

FM

222MHz

470MHz

CATV

VHF

多チャンネル

770MHz

2150MHz

UHF

地上

BS

ローカル

デジタル

デジタル

通常

FM

BS

VHF

アナログ

スカパー！光
＋
共聴BS・110
度CSアンテナ

FM

VHF

スカパー！光
CSデジタル
サービス

スカパー！光CSデジタル
ﾁｭｰﾅｰ

通常TV

BS
アナログ

BS
デジタル

110度CS
CS （パーフェクTV！サービス）
CS （スカイサービス）

（※BSデジタルパススルーアップコンバータが必要）
↓
↓

※WOWOW除く

スカ パー！光

BS
アナログ

スカパー！光
CSデジタル
サービス

UHF

地上

ローカル

デジタル

通常TV

BS

BS

デジタル

デジタル

BSデジタル対応
TV・チューナー

地上デジタル対応
TV・チューナー

UHF

地上

BS

ローカル

デジタル

デジタル

※WOWOW除く

BS
アナログ

BS・110度CSデジタル
対応TV・チューナー

BS
デジタル

110度CS

※WOWOW含む

スカパー！光経由

共聴BS・110度CSアンテナ経由

ネットワークについてみると、全く独立した VCAST と呼ばれる映像配信向けサービス
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を利用している。電話局に受信アンテナを設置し、ヘッドエンドを設ける。受信したもの
を、変調方式を変換し（電気から光に）、それを各地の電話局に配信し、そこから実際のア
クセスラインで、マンションや戸建てに供給する。NTT 自体の IP 網とは全く別のもので
組まれている。

マンションでは、ファイバーを数本引く。その場合には、光サービス用に１本専用で利
用する。戸建ての場合には、光ケーブルは１本しか引かないので、波長多重を使い、WDM
で IP とテレビ映像を分ける。

図表 4.1.1-14 スカパー！光のネットワーク（VCAST 網）
②ＨＥ収容ビル
（NTT収容ビル）

地上波

V-OLT

BS放送
CS放送
etc

V-OLT

①HE

ＴＡ

V-OLT

③ＶＣＡＳＴ（第1種）
【戸建】
⑥ＶＣＡＳＴ（第3種）

インターネット

NTT収容ビル
GE-OLT

④ＷＤＭ

地域IP網

GE-ONU
IP 信号
V－ONU
映像信号

V-OLT

STB

V-OLT

【マンション】
映像信号

V-OLT

V－ONU

⑤ＶＣＡＳＴ（第2種）

STB

４

既に導入済みのマンションは約 1,600 棟で、個数としては 135,872 戸である。導入が決定
しているところは、693 棟、85,201 戸である。

戸建て向けのサービスについては、B フレッツ用のケーブルを１本ひき、WDM で IP 光
電話、映像系サービスが多重される。戸建ての場合、顧客は B フレッツの契約をしている。
その上で、千数百円の基本料金を払っていただく。さらに、有料の多チャンネル契約をし
てもらう。CTAV は、同軸あるいはファイバーでテレビ、インターネット、電話をまとめ
てやっているので、B フレッツのサービスと合わせて CATV との競争になる。
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図表 4.1.1-15 スカパー！光のネットワーク（VCAST 網）戸建て向け

×
②ＨＥ収容ビル
（NTT収容ビル）

地上波

V-OLT

BS放送
CS放送
etc

×

V-OLT

①HE

ＴＡ

V-OLT

③ＶＣＡＳＴ（第1種）

【戸建】
⑥ＶＣＡＳＴ（第3種）

インターネット

NTT収容ビル
GE-OLT

④ＷＤＭ

地域IP網

GE-ONU
IP 信号
V－ONU
映像信号

V-OLT

STB

V-OLT

【マンション】
映像信号

V-OLT

⑤ＶＣＡＳＴ（第2種）

４．１．１．７

V－ONU

STB

４

動画配信プラットフォーム

PC、携帯電話などへの動画配信サービスについては、現状のネットワークを利用して行
っているサービスを紹介する。

スカパー！動画は、PC 向けの動画配信サービスで、主にプロモーション用の素材を配信
している。普通のインターネットサービスで、Window Media Player を利用して、普通に
PC で視聴する。一部有料サービスも行っている。
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図表 4.1.1-16 スカパー！動画の画面サンプル

Google と提携して、スカパー！のコンテンツを YouTube 内スカパー！でみられるように
してある。これは、プロモーションを主なねらいとして行っているサービスである。

図表 4.1.1-17 YouTube ナイスかパーの公式サイト画面サンプル
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スカパー！動画投稿のサービスも行っている。スカパー！動画のなかに、動画投稿用の
画面を用意し、Ask.jp の開発したシステムを用いて、一般の方からの投稿も受け入れてい
る。
図表 4.1.1-18 スカパー！動画投稿の画面サンプル

Vista Media Center は、Windows Vista のホームプレミアム、Ultimate（上位バージョン）
にはいっているメディアセンターの中に、スカパー！の配信サービスを組み込んでいるも
のである。
図表 4.1.1-19 Windows Vista Media Center 利用の画面サンプル
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４．１．１．８

モバイル系のサービス

ドコモの Music＆Video チャンネル内に、スカパー！チャンネルを構築している。また、
各キャリアの公式サイトの中に、スカパー！動画 for mobile というサイトを作り、多様な
コンテンツ（プロモーションが多い）を提供している。ドコモ、au、ソフトバンクモバイ
ルに提供している。

４．１．１．９

サービス提供者からみた課題（NGNに期待するもの）

現在までのインターネットの発展、各種ネットワークの統合、IP 化の流れから見て、サ
ービス提供者からみた場合には、次のような点を期待している。

・インターネットが広がり生活に欠かせないものになってきている。YouTube のような
ものが出てきて拡大している。NGN のようなネットワークを管理しようという動きが
あるなかで、ネットワークの特徴である多様性と柔軟性を維持しながら、より高品質、
高機能なネットワークの実現をはかりたい。インターネットはなんでもできるが、一
方で品質などの問題も多いため、いいところどりのネットワークができないかという
ことになる。
・インターネットや移動通信網などが広がり、なんでもつながるネットワークが増加し
ているので、これらが自然な融合をはかって欲しい。いろいろなメディアやサービス
をふまえて、融合した仕組みとして提供できると楽である。
・既存の電波を使った放送網や、ケーブル、光ファイバーに配信しているが、それと同
等以上の品質、信頼性、セキュリティを提供し、コンテンツの権利についても同等の
扱いを実現して欲しい。現在は、インターネットに提供する場合、最も厳しい権利上
の扱いを受けるため、それなりのコストがかかる。品質とセキュリティを高めた上で、
放送と同様の扱いができることが望ましい。
・通信コストやネットワークの利用コストについて、継続的なコストパフォーマンスの
改善をして欲しい。

具体的には、

・これまでのネットワークの機能に加えて、電話網や移動網が統合され、多様なネット
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ワークが提供され、その管理機能が充実する。それが実現していく中で、サービス内
容や事業モデルの要件に応じていろいろなメニューがあると望ましい。
・高品質やセキュリティが高まっても、メニューが限定的であると使いにくかったり、
コストが高かったりして普及しない。これまでのインターネットの柔軟な部分は活か
して欲しい。
・放送に関連したものとしては品質、信頼性やセキュリティなどの面で、既存インフラ
以上のレベルのメニューまで用意して欲しい。コストとの兼ね合いもあるが、ベスト
エフォートであれば安いといったような選択方式にできるとよい。
・利用する機能や品質などに応じて、フレキシブルな料金設定が欲しい。
・放送用マルチキャストについては、リーズナブルなコストでの提供が可能になって欲
しい。衛星の場合には、中継器を借りると、それだけで全国に配信可能となる。それ
に比べると、マルチキャストは、料金設定によっては使いにくいものとなる可能性が
ある。
・新しいサービスを提供することが可能なネットワークができた場合、サービスエリア
が順調に拡大しないと放送サービスでの利用は難しい。

４．１．２

USEN

４．１．２．１

GyaO NEXTの概要と今後の展開プラン

2005 年からパソコン向けの無料 VOD である GyaO を展開している。GyaO は広告収入モ
デルを志向しており、広告媒体としてはまだ時間がかかるとみている。一方で、2008 年以
降、IP を利用した映像配信市場が立ち上がるとの判断で、2007 年度中に一定の実績を作る
必要があるという意思決定の元に、2007 年 6 月に STB での有料配信を行う GyaO NEXT の
サービスを開始した。

GyaO NEXT は、いわゆるインターネット回線を使って配信を行うサービスである。端
末は専用（ギャオプラス）のものを利用し、専用端末を利用することによって、有料の SVOD
型サービスと、GyaO の無料コンテンツを視聴することが出来る。

VOD 特化型での市場開拓を狙っており、主な特徴として、ISP フリー／キャリアフリー
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であること、PPV あるいはオプションなどは一切排除した１コース１プライス 3,900 円の
シンプルな料金体系、パソコン不要、リモコンのみでの利用、ネットワーク機能を有して
いるので追加・機能拡張が容易に出来るという特徴を持っている。

図表 4.1.2-1 GyaO NEXT のサービス概要
インターネット
有料 5,000～6,000番組
（アーカイブ型・CMなし）

無料 2,500～3,500番組
（定期更新・ＣＭあり）

ＰＣよりの
アクセス
不可

×

＋

ブロードバンド
回線（ISPフリー）

専用端末

ＩＳＰフリー/キャリアフリー

VODで、見たいときにいつでも視聴！

1コース・１プライス：¥3,900/月の
月額固定料金（＊PPVなし）

パソコン不要！
リモコン操作のみでカンタン設定

全コンテンツ見放題・歌い放題！

ネットワーク更新により、サービス
追加・機能拡張を随時展開！

同様なサービスを行っている他社サービスとの比較表を以下に示す。2007 年 11 月時点
ではあるが、GyaO NEXT は、ISP フリー、キャリアフリーによる売りやすさが特徴。回線
環境など視聴環境の問題についても、VC-1 コーデックのビットレート 1.2Mbps（ピーク
3.5Mbps）でのエンコードを行っており、通常の SD 画質であれば、十分視聴が可能。4Mbps
以上の環境であれば十分ストレスなく使え、光回線は問題なく、ADSL でもおおむね問題
はない。

図表 4.1.2-2 動画配信サービスの比較
サービス名

GyaO_NEXT

提供事業者

㈱USEN

オンデマンドTV

４ｔｈＭＥＤＩＡ

ＯＣＮ Ｔｈｅａｔｅｒ

ＮＴＴ
オン・デマンド・ティー ぷららネットワークス
ビー
他
コミュニケーションズ

ＢＢＴＶ

光プラスＴＶ

ソフトバンクＢＢ

ＫＤＤＩ

１社固定

１社固定

yahooBB

ひかりONE

不可

不可

フリー
対応ＩＳＰ

完全フリー

対応キャリア

完全フリー

ＩＳＰ変更

可

完全フリー

※ぷらら、Nifty、Biglobe、
So-net、hi-hoの5社以外で
契約する場合は「ISPフリー
セット料金（月額210円）」が
別途必要

１社固定

NTT東西のBフレッツ NTT東西のBフレッツ NTT東西のBフレッツ

可

不可
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不可

４．１．２．２

GyaO NEXTの販売プラン

USEN は、NTT のフレッツの販売代理店業を行っており、ブロードバンド回線を営業し
ている直販部隊のスタッフが約 200 名以上、グループ販社の営業まで含めると、全国で 700
～800 名が常時営業稼動を行っている。直販に近いところでのセールス立上げが推進でき
るのが、大きな優位性になっている。

図表 4.1.2-3 GyaO NEXT 販売プラン
チャネル

型
PULL

提携家電量販店
＆家電メーカー
9 テレビとのセット販売

型 （セット）販売
PUSH

ブロードバンドISP
会員向けへの販促
USEN BB回線営業
9 Flet’sとのセット販売

チャネル施策概要
テレビ売場での提携端末の販売＆申込み獲得
cf. SONY ブラビア 「ネットワークTVボックス」

既存ブロードバンド加入者向け販促
光回線加入者 ：710万人の光回線ユーザ
DSL加入者
：1,400万人のADSLユーザ
テレマ／訪販／ポスティング等によるBB回線とのセット
販売（キャリアフリー・ISPフリーを前面に押し出し）

ＢＢ回線系代理店

cf. 新規FTTH回線申込み：約30万件/月の市場

提携家電量販店
9 回線とのセット販売

家電量販店舗 BB回線申込コーナーでのセット販売

マーケティング上の戦略として、2008 年２月頃までにある一定の実績を出し、３月以降
の NGN に対するオプションを引き出していくことが重要と捉えており、現在は販促、マ
ーケティングにリソースを優先投下している。

また、2007 年 11 月に、ソニーがプレスリリースをしているが、
「ネットワーク TV ボッ
クス」というブランドで、GyaO NEXT 及び GyaO が視聴できる STB 型のようなブラビア
のオプションが発売された。家電量販店や一般の小売りチャネル（PULL 型）で加入いた
だく流れの 1 つになっていくと期待している。
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４．１．２．３

無料GyaOとの相違点

PC モニターで見る GyaO は、動画再生中にバナー広告が表示されるが、GyaO NEXT は
STB を介してテレビで表示するのでフル画面での視聴となる。ただし、番組の間に挿入さ
れる CM はパソコンと全く同様に入る。セグメント配信、視聴属性、エリア別属性等々に
あわせて CM の配信を行う機能も同様に実装しており、男性向け、女性向け、地域向けの
CM が入る。

GyaO は無料であるので、コンテンツ自体に一日、週刊、月単位で更新期限を設けてい
るが、一方で、GyaO NEXT はアーカイブス形式で、最短１ヵ月、長ければ１年での更新
による編成となっている。

コンテンツ編成については、映画はアーリーウィンドウものが出てこないと厳しいと認
識しており、今後は、アーリーウィンドウものの映画で DVD 落ちから２～３ヵ月後の作
品を積極的に狙っていきたいと考えている。

GyaO NEXT で注力したいのは、ドラマ・アニメなどのシリーズもの。海外の人気ドラ
マ、アニメに関しても見放題ということで積極的に展開していく。

VOD コンテンツ編成でキラーになりうる可能性の高いものは子供向けコンテンツ。子供
は好きなコンテンツを繰り返し見る傾向があるため、また親も子供をじっとさせるために、
子供が好きなコンテンツを見させるというニーズは非常に高い。地上波での子供向けコン
テンツが減ってきている中、子供向け、特に低学年向けのキッズコンテンツをブランド化
していくことを狙っている。

いわゆる有料放送サービス市場とは少し軸足をずらしたところでの市場開拓を狙ってい
る。

また、VOD 型に注力していく理由としては、視聴ログが正確にとれる点がある。誰が、
何を、いつ、どれくらいの時間見たかが把握できる、いわゆる視聴率に近いものをコンテ
ンツホルダー調達に活用している。さらに、GyaO NEXT、GyaO、パソコン向けのショー
タイムなど、複数ウィンドウでの調達ができることは、他にはない調達優位性の 1 つにな
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り得ると考えている。

４．１．２．４

ギャオプラス端末

端末は、シグマデザインのチップを採用しており、世界で初めてシグマデザインチップ
に Windows CE をポーティングした端末になっている。

端末開発にあたっては、GyaO のサーバーリソースをそのまま活用して、短期で立ち上
げることにプライオリティを置き、当初から、OS は Linux ではなく Windows ベースを前
提に検討を進め、コーデックおよび DRM も Windows プラットフォームを利用している。
ただし、将来の拡張に備えて STB のハード自体は、H.264、HD、IPv6、NGN などに対応
が可能となっており、プラットフォームを Windows から乗り換える、あるいはネットワー
クをオープンな IPv4 インターネット網からクローズドな IPv6 網対応まで拡げるといった
拡張性オプションも重視している。

図表 4.1.2-4 専用端末（ギャオプラス）の概要
主なスペック

【名称】
テレビ接続PC

＜ハードウェア＞
メインチップ ： SigmaDesigns SMP8634
DDR-SDRAM ： 256MB
Flash Memory ： 64MB
HDMI with HDCP/ D端子/
コンポジット端子/Ｓ端子
HDDなし

ギャオプラス

● 将来的な拡張性
9H .264デコード

＜ソフトウェア＞
Windows(R) CE 5.0
IE for Windows CE
Windows Media Player

9HDへの対応
9IPv6対応
9NGN対応

４．１．２．５

ソニーのBRAVIA「ネットワークTVボックス」

ソニーが 2007 年 11 月 20 日に発売するネットワーク TV ボックスを紹介したい。これは、
ギャオプラスに近いハードウェア端末の構成となっており、ソフトウェアは、OS が Linux、
ブラウザーはソニー固有のものである。GyaO、GyaO NEXT をこの端末にバンドルするこ
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とが販売の必須の条件であり、メディアプレイヤー／DRM のみならず、端末認証やコン
テンツホルダーへの分配のためのログの集計の部分など、GyaO 特有の仕様をポーティン
グしている。これらのポーティングに際しては、ソニーの積極的な協力を得ており、この
ような商品が家電メーカーから世の中に対する提案として出てくるのはひとつの流れと言
える。

図表 4.1.2-5 SONY BRAVIA「ネットワークＴＶボックス」端末の概要

SONY のネットワーク TV ボックスは、ソニー独特の XMB というユーザーインターフ
ェースを採用しており、メニューの中の Video On Demand に、GyaO、GyaO NEXT の他に
オンデマンド TV、アクトビラ、アイビオ、クラビットアリーナなどが含まれている。ま
た、リモコン操作でのインターネットブラウザも使える。ただし、Flash には対応していな
いため、YouTube や Yahoo 動画は見られない。GyaO についてもブラウザーの仕様が異な
るため、ブラウザ経由での視聴はできない仕様になっている。インターネット、音楽、動
画など、ライト PC ユーザがターゲットで、商品パッケージとマーケティングによっては
ポテンシャルがあると思われる。
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図表 4.1.2-6 SONY ブラビア「ネットワークＴＶボックス」サービスの概要

購入履歴

設定

音楽

Video On Demand 番組サービス

A社

GyaO
NEXT

C社

通常のWebブラウジン
グにも対応
Cf. Yahoo!/Google etc
ゲーム

インターネット

Gクラスタ

BRAVIA

B社
・
・
・

GyaO

４．１．２．６

＜対象サービス（以下6社）＞
GyaO NEXT/オンデマンドTV/アクトビラ
/アイビオ/クラビットアリーナ/GyaO

ただし、I.E. 及び Flash
は非対応
cf.通常のGyaOサイト
は
閲覧不可
cf. YouTube/Yahoo!動
画は再生不可

・初回起動時ＴＯＰ：GyaO NEXT
＊並び順の一番下がGyaO
・再起動時はLAST URLで最後に見て
いたサービスにフォーカス
・ユーザー設定で各サービス表示の
On/Off・並び順変更が可能

今後の展開プラン

USEN の今後の展開プランを下図に示す。

図表 4.1.2-7 今後の展開プラン
フェーズⅠ
(07年6月～)

フェーズⅡ
(～07年末)

z USEN 営業力による
チャネル構築の確立
9BB回線系チャネル
9家電量販店 etc

z IP-TVならではのユーザー
エクスペリエンス
9プレイリスト機能
9メニュー構成の進化

z ＨＤへの対応

z マルチフォーマット対応
9H.264/VC-1/WMV
9AAC/WMA

z 端末オプションの設定
9専用無線LAN
9カラオケマイク etc

z テレビとのセット展開
z PPVサービスの検討

フェーズⅢ
(08年以降～)
z ネット情報家電への
組込み展開
9 次期デジタルTV
9 テレパソPC
9 ゲーム機 etc

z STB型モデルでの
本格拡大
9 他サービスの
バンドル
9 NGN展開 etc

フェーズ１は 2007 年６月からスタートした時期であるが、2007 年に関しては販売にプ
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ライオリティを置く。いわゆるブロードバンド回線系の販売チャネル、家電量販店へのチ
ャネル構築に主軸を置いている。ＨＤ対応については、端末自体はハイビジョンに対応可
能であり、一部のコンテンツホルダーがハイビジョン対応を前提として、一定の固まりで
提供したいというところもあるため、積極的に対応していく。ただし、オープンインター
ネット網配信となると、見られるユーザは２割～4 割程度になる可能性もあるため、IR 効
果や PR 効果をねらいとしている。

フェーズ２は、2008 年春先までの時期になるが、VOD で見られるだけではまだ弱いの
で、プレイリストの機能を利用して、ユーザの視聴履歴、リコメンドロジックなどを提供
していく。一般の PC による Web の世界で活用されている視聴履歴、リコメンドロジック
を STB で実現していくのは、アプリケーションレベルで実現可能。これで、ユーザにとっ
ての新しい価値の提供をはかっていく。メニュー構成についても、現状はシンプルな HTML
ベースのユーザーインターフェースになっているが、世の中は常に進歩しており、3D の活
用、ブラウザーに依存しないユーザーインターフェースエンジンのツールなどの提案も受
けている。ユーザーインターフェースの驚きという新しい価値も非常に大きなポイントと
なる。

マルチフォーマット対応については、H.264、VC-1 の両方に対応していく。GyaO NEXT
に関してはテレビ向けを考えているので、H.264 にシフトしていく可能性は十分にある。
GyaO は PC 向けを前提としているので、H.264 にしてしまうと、ユーザに専用プレイヤー
をダウンロードしてもらう必要性が出てくる。したがって、GyaO に関しては、しばらく
は Windows ベースでいくことになるが、端末自体は、両方のコーデックに対応していくこ
とになる。

テレビとのセット展開や、PPV サービスも積極的に展開していきたいと考えている。PPV
を実装することによって、アーリーウィンドウの映画がターゲットに含まれることになる
が、もうひとつの狙いとして、教育系のコンテンツを PPV 展開していくことも積極化して
いきたいと考えている。

フェーズ３には、２つのシナリオがある。ソニーの端末や、PSP3 などのゲーム機、デジ
タル TV などのリテール商材向けのサービス展開。もう一点は、STB 型モデルの本格拡大。
これについては、GyaO NEXT だけが見られるだけでは、ユーザにとって面白みがないた
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め、他サービスのバンドルを行うことで端末の付加価値を上げていくことが重要になる。
あわせて NGN への対応も積極的に進めていく。最低でも 50 万～100 万台のレベルにまで
いかないとビジネスとしてはペイしないと捉えている。

４．１．２．７

NGNに対する疑問

NGN はオープンな網といわれているが、どこまでを意味するのかよくわからないのが実
状。接続は、SNI でオープンになるとされているが、SNI だけがオープンというだけでは、
通常のインターネット経由、フレッツ経由、NGN 経由という三重運用になり、コストがか
かるだけで、あまり意味を成さない。映像系サービスの販促・マーケティングの主導権が
どこになるのかが見えないことが最大の疑問点であり、キャリア側が販促・マーケティン
グについても実態としてオープンなスタンスを貫いてはじめて NGN はオープンな網と言
える。現在の回線の世界では、ISP、販社などが販促を行っているが、主導権はキャリアが
握っている。キャリアが出す手数料を原資に、またキャリアのマスマーケティングをトリ
ガーにマーケティングを行っているのが実状。

映像系配信サービスについては、キャリア自体は NGN 回線自体を拡大するのがファー
ストプライオリティであると認識しており、NGN のトリガーになればなんでも良いという
考え方。

一方で、配信プラットフォーム業者については、コンテンツサービスの加入促進がメイ
ン。NTT コミュニケーションズが配信プラットフォーム業者として設備投資も行っている
ようなので、商業化サービスに向けて展開していくと思われるが、その際の販促マーケテ
ィングの主導権について、NTT 東西と NTT コミュニケーションズの関係が不明瞭と認識
している。またひとつの選択肢として、CPSP として NTT コミュニケーションズのプラッ
トフォームにのるという方法もあるが、しかしながら、コンテンツアグリゲーションサー
ビスでは、ある意味競合する。コンテンツホルダーまでさかのぼると、同じところに調達
に行っているのが実状で、最終的なサービスのオーナーシップは誰か握るのかという課題
が残る。

自前で配信プラットフォームをつくり、SNI 経由で NGN に展開することも難しくない
が、その時に、東西のキャリアがオープン・公平なスタンスを保持できるか否かは大きな
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ポイント。その意味では、非常にナイーブな段階に入っており、NTT の受託チャネルが、
各配信プラットフォーム業者に対して公平かつオープンなスタンスで望むような状況にな
るのか。対外的なアナウンスと、営業現場での話が食い違う状況も出てくる可能性も否め
ない。

自前の配信プラットフォームで接続できるといわれても、こうしたオープン性がないと、
ネットワークコストを負担してまでも接続する動機は乏しい。こうしたことが顕在化する
と、NTT コミュニケーション以外で NGN を使った IPTV をやる業者が出なくなる可能性
もある。

もうひとつの点は、STB はどこが提供するのかという問題。NTT 東西のキャリアが提供
するのか、配信プラットフォーム業者が提供するのか。あるいはリテール品がそういう機
能を担っていくのか。STB をキャリアが提供するのであれば、映像配信サービス業者が SNI
で接続する場合、その STB は各配信プラットフォーム業者のサービスを実装すべき。

配信プラットフォーム業者が自前で STB を作り、NGN に接続してネットワークコスト
を負担して展開するのであれば、その端末にどのサービスを搭載するかはその業者の判断。
その意味でも来年始まる NTT の STB はどちらになるのか。立ち位置、プレイヤー、企業
体でスタンスが異なる中、NTT グループで垂直統合の流れになると、競争政策上の問題が
出てくる。回線に対しては、NGN がオープンであるならば、販促、端末プラットフォーム
もオープンであるべき。

さらに、NGN 型 IPTV についての課題として、ユーザーエクスペリエンスの議論が十分
でない。地上波デジタル再送信がひとつの目玉になると言われているが、それだけでは既
存サービスの代替案に過ぎない。IPTV が CATV と競合するだけのものであれば、新しい
市場創造にはつながらない。つまり、地デジ再送信はひとつのサービスであるが、それだ
けでは Something New にならない。IPTV の進化の方向性として、個人的な意見ではあるが、
STB はシンクライアント端末でもあり、オンラインストレージと連携した新しいサービス
の可能性があると思っている。ネットワークが肥大化すればするほど、ローカルストレー
ジすなわちダウンロードサービスの必然性は薄れていく。端末に複雑な機能を持たせるよ
りは、ネットワークアプリケーションを動かすシンクライアント端末として、いろいろな
サービスを多重化していくことが STB の進化の方向性と考えている。
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モバイル端末との連携サービスも必要になる。注目されるのは、無線ブロードバンド。
無線ブロードバンドで生まれる市場として、映像よりも音楽のストリーミング配信市場に
期待したい。家でも外でも音楽が楽しめるエクスペリエンスを提供できると、新しい市場
が生まれてくる。

最後の最大の課題として、誰が新しいユーザーエクスペリエンスを創造するのか。配信
プラットフォーム業者か、コンテンツアグリゲーターか、端末メーカーかがよくわからな
い。デバイスからサービスまでを一貫して設計していく思想が必要であるが、現状ではな
かなか難しいと感じている。例えば、あるプレーヤーから GyaO だけが欲しいといわれる
ことがあるが、GyaO、GyaO NEXT、PPV もコンテンツ編成ウィンドウとしてはつながっ
ている。複数のウィンドウをひとつの端末にポーティングすることでサービス全体をデザ
インしていくという思想があるため、GyaO だけが欲しいといわれると、ユーザに対する
サービスデザインを誰が行うのかが曖昧になる。端末メーカーも製品開発がメインである
ためか、サービスまでのつながりがよく設計されていない印象がある。端末メーカーとサ
ービスプロバイダの協調が今後、益々必要になると思われる。

４．１．２．８

NGNに対する期待

NGN に対する期待は３点ある。第一に、インフラの能力が上がるという点。特に、HD
型での VOD 配信には大きなインパクトがある。HD の PPV は世界でも一部にしかない。
これには、コンテンツ調達のウィンドウとしてポテンシャルを感じている。既に一部のハ
リウッドメジャーは、HD の PPV については劇場公開直後に、あるいは同時に、１～２日
に限って公開前の先行上映をするといった、これまでのやり方にこだわらないウィンドウ
の展開を検討している。現状では、それを受ける受け皿としてのプラットフォームがない
ため、NGN のインフラの上で HD＋サラウンド配信を行う PPV は、ユーザに対する大きな
インパクトたり得る可能性がある。中期的には、レンタルビデオ市場が緩やかにシフトし
ていくことになるだろう。

二つめは、サービスレベルでの FMC。すなわち、モバイル端末へのストリーミングやモ
バイル端末とのデータ連携に対する期待である。携帯電話、オーディオプレイヤー、カー
ナビなどの端末への音楽ストリーミング配信は十分すぎるほどのポテンシャルがある。ま
た、IPTV と Felica ソリューションとの連携といった MtoM でのデータ連携も新しいエクス
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ペリエンスとして大きな可能性がある。TV のリモコンに Felica のリーダー／ライターが
搭載されるようになると、いろいろなアプリケーションの可能性が出てくる。PPV は当然
のことながら、クーポン付き CF、ポイントを介したコミュニケーションなど、今までにな
い新しいコミュニケーションが可能となる時代が来る。

三番目は、リテール製品市場がどれだけ出てくるか。上述のようなソニーの動きがある
中で、ソニー自身も NGN についてはよくわからないというスタンス。デジタル TV の IP
動画に対応するのか。こうしたものができるようになると NGN 市場として大きな期待が
できる。その時には、どのサービスをポーティングするかは各メーカーが自由に判断する
ことになる。決済ソリューションの仕組みが必要になるが、端末がリテール品でアンバン
ドルされると、サービスに対する販促・マーケティングの主導がキャリアから端末メーカ
ーにシフトする。また、端末認証の仕組みを組み込むことになるので、メーカーには ARPU
のマージンのようなものが入るというモデルもありうる。

４．１．３

日本放送協会（NHK）

４．１．３．１

放送事業者からみたNGNへの期待と課題

2011 年の地上波の完全デジタル化時代におけるサービス提供をどうするか。放送系が全
てデジタルに変わり、BS アナログも期日が決まっていないが 2011 年には終わる。その中
で、３スクリーン（テレビ、PC、携帯のスクリーン）にさまざまなサービスを提供できる
ようにしていかなければならい。また、若い世代が TV を見なくなってきている中で、ど
う展開していくか。

NGN そのものが、放送事業者にとって海のものか、山のものか見えていない中で、NTT
が中心となって考えている IPSP（IP サービスプロジェクト）という仕組みのなかで、NHK
として、VOD サービスをどう提供できるかを検討してきている。

NGN に対する期待については、地デジの普及という観点から IP を活用した補完と位置
付けている。著作権法上、再送信同意をしないといけないが、スカパー！光のサービスは、
ケーブルテレビ同様再送信同意をしやすいシステムである。再送信同意については、放送
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との同一性をフルに担保して欲しいということがあるが、IP マルチキャストでの再送信で
は組み替えがあり、それを再構成して出すという面があるので難しさがある。

平成１８年１２月の著作権法改正で、NGN を利用した IP 地デジ再送信の著作権処理は
ケーブルテレビ並みに緩和された。他の IP マルチキャストについては、現在の通信の枠組
みと同じで事前承諾が必要となる。

NHK が行おうとしている VOD と IP との連携がどうできるのか。ここには配信コストの
問題があり、配信コストは普及状況ともかかわる。配信方法では、配信コストが安く主流
になりつつある PtoP が NGN とどう関わるのかが不明確である。現在のインターネットで
も、安くて新しいものが生まれている中で、それが NGN とどうかかわるのかという論点
もある。

放送を国民・視聴者にデリバリーするだけではなく、放送素材を集めるという業務も重
要である。地域放送局、海外放送局、一般も含めて素材を集めないといけない。家庭にお
ける HD ビデオカメラの普及もあり、良い素材の収集をしたい。それを集める手段として、
品質保証のできる IP の仕組みがあればこうした素材収集にもメリットがあるかもしれな
い。

４．１．３．２

地上デジタル放送への移行

（１）2011 年 7 月 24 日のアナログ放送終了の根拠

放送普及基本計画では、
「デジタル放送以外の放送は平成 23 年までに終了すること」と
書かれており、放送用周波数使用計画の中には、
「標準テレビジョン放送（デジタル放送に
関する送信の標準方式によるものを除く。）を行う放送局による周波数の使用は、平成 23
年７月 24 日までに限る」と記述されている。これが、2011 年の地上アナログ放送の終了
の根拠法となっている。

（２）対アナログ時の 100%カバーに向けた課題

NHK は９月 13 日に市町村ロードマップを発表した。これは、各市町村別のカバー世帯
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の目安、都道府県別の視聴可能エリアのめやすを公表したものである。その結果、かなり
のエリアにおいて、地上デジタル放送が見られない世帯のあることが判明した（NHK で、
約 19～26 万世帯）。

難視地域にはいくつかの種類がある。デジタル化で難視になる地域の中には、アナログ
放送では、弱い電波をなんとか受信して品質の悪い映像を視聴していたが、デジタル放送
ではまったく受信できなくなる地域が約８万世帯ある。また、アナログエリア外ではある
が共聴施設でアナログを見ており、親局が同じような理由でデジタルを受けられなくなる
場合には、親局が受信点を変えないといけなくなる。そのための工事費用が極端に大きく
なる地域が 15 万世帯ある。もうひとつは、従来も難視地域であり、BS で難視解消を行っ
ていた世帯が約 4.7 万程度ある。

今後デジタル・デジタルの DD 混信で見られなくなる地域も出てくる。また、NHK は中
継局をつくるが、民放が支援ないという理由で中継局が設置されないエリアもある。

こうした状況に対する補完として考えられた解決策のひとつが IP による同時再送信で
ある。しかし、30 万世帯が散在する地域に、2011 年までに FTTH が敷設されるとは考えに
くい。新聞報道にあるように、NTT の FTTH が 3,000 万加入は難しいという中にあっては、
これも厳しい。

もうひとつの方法として、CS か BS による同時再送信がある。CS については、JSAT が
手を挙げ、BS では BSAT が手を挙げている（平成 19 年 12 月の情通審で BS によるセーフ
ティネットが提案された）。

地デジの難視地域は大都市部にも多い。こういう地域では IP による同時再送信が生きて
くる。

（３）地上放送デジタル化の全体像

下図において、左側の実線で示した部分がアナログ地上波がカバーしているエリアであ
る。右側は、NHK としては難視聴エリアと位置付け、衛星でカバーしていたエリアである。
ここに約 4.7 万世帯あるといわれている。このエリアは、元々アナログも到達していなか
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ったので、今後どうするかという課題がある。

今アナログテレビが見られるのは、実線でカバーした部分、NHK 共聴、自主共聴、CTAV
でカバーしているエリアである。地デジでは、現状点線で示したエリアしかカバーできな
い。NHK 共聴、自主共聴をデジタル化していくことが必要にある。CATV もデジタル再送
信してもらわないといけない。デジタル化で見られなくなるエリアには何らかの対応をし
ていかなければならない。

図表 4.1.3-1 地上波デジタル化による視聴エリアの概要
ＮＨＫ共聴
デジタル化することにより
新たに発生する難視聴地域

デジタル地上波

デジタル化対応が
困難な地域
Ｃランク

既存の自主共聴への
移行を前提に、 置局
を行なわない地域

自主共聴

新たに加入しな ければ
ならない世帯

ＣＡＴＶ/共聴の延長又は
新設を前提に、置局を
行なわない地域

既存のＣＡＴＶへの
移行を前提に、
置局を行なわない地域

デジタル化対応
が必要な施設

ＣＡＴＶ

新たに加入しなければ
ならない世帯
アナログもＢＳで
難視対策を行って
いる地域

全世帯

（４）IP再送信のスキームの経緯

2005 年７月の「情報通信審議会・第２次中間答申」で「地上デジタル放送の「条件不利
地域」で IP マルチキャストによる再送信を」ということが初めて書かれた。eJapan 計画に
おいて、3,000 万世帯に FTTH を引くという計画が策定され、岩手と東京で実証実験も行わ
れた。

2006 年８月には「情報通信審議会・第３次中間答申」が出され、その中で「2011 年まで
のデジタル放送への全面移行を確実に達成するため、一定の条件を満たす電気通信役務利
用放送事業者について再送信同意の対象とすべき」という答申が出された。それを実現す
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るためには、地上デジタル放送の中継器に加えて、ケーブルテレビ、IP、衛星等、あらゆ
る伝送手段の活用が不可欠である。もう一点は、条件不利地域のみならず、都市部におけ
る再送信を希望する事業者についても、再送信同意の対象とすべきという点が盛り込まれ
た、補完的伝送手段に係る条件やその運用等については、その決定プロセスに関し、可能
な限り透明化を図っていくことが必要とされ、その結果、昨年の 12 月 15 日に著作権法の
改正がなされた。これは、再送信の際の著作権処理をケーブルテレビ並みに緩和したもの
である。これで、IP 再送信の実現性が高まった。

もう一点は、再送信同意を与えるために、放送事業者による審査機関を設置することが
あげられる。再送信同意は、役務利用放送事業者と放送局が１対１で行うものであるが、
IP の場合にはこれまでのケーブルテレビなどとは異なり、技術的に多様なものが出てくる
可能性がある。ある局ではよいが、別の局ではだめということが起こらないよう、審査会
でガイドラインを作る。それをベースに技術条件を審査し、地方局の負担を軽減し、手続
き期間の短縮をはかる。

（５）補完措置に係る同意条件に関する基本的な考え方

これは、全国地上デジタル放送推進協議会総合推進部会補完措置 WG が、補完再送信の
同意条件に関する基本的考え方を取りまとめたもので、情通審第３次中間答申に参考資料
として掲載された。

・再送信同意の基本原則
編成面及び技術面における「同一性保持」が維持されること。これが一番大事な
ポイントである。放送事業者の放送の意図としての地域性の担保が可能であること、
これは民放において特にかかわってくる。
・技術要件
地域限定性の確保、著作権の保護（地上デジタル放送と同等のコンテンツ保護）、
同一性の確保（品質、データ放送、マルチ編成、字幕、緊急警報放送、伝送チャン
ネル数、伝送品質、エンジニアリングサービス等）などがある。運用条件も含まれ
る。
・再送信同意の手続き
電気通信役務利用放送事業者は、審査機関に申請する。使用する技術方式に関す

238

る資料を提出し、審査機関はその内容を審査する。地上放送事業者は、審査機関の
判断を踏まえ、再送信同意に関する判断を行う。

この流れを図示すると、以下のようになる。

図表 4.1.3-2 地上デジタル放送補完再送信審査会と再送信同意手続き

電気通信役務利用放送事業者

技術ＷＧ

再送信同意書の発行

再送信同意の申請
添付（
判定書、契約書の写し）

判定書（
含む登録番号）
の発行

利 用 する電 気通 信役務 の内 容
と利用方法の審査の申請

地上デジタル放送補完再送信審査会

地上デジタル放送事業者

運用ＷＧ

地上デジタル放送の補完再送信に係る技術ガイドラインは、
「補完措置に係る同意条件に
関する基本的な考え方」にもとづき、地上デジタル放送補完再送信審査会における技術方
式の審査の基準とすることを目的に策定を開始し、平成 18 年度総務省実証実験の結果を踏
まえ、可能な限り数値化を目指し、平成 19 年春に公表予定となっている。技術ガイドライ
ンのポイントを下表に示した。
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図表 4.1.3-3 地上デジタル放送の補完再送信に係る技術ガイドライン
画質評価法はＩＴＵ-勧告ＢＴ．５００-１１に準拠すること
映像

放送画質への要求条件を準拠すること

音声

ストリームの変更は認めない。映像に対する相対タイミング誤差±０．Ｘ秒以下

データ放送

番組連動データの映像・音声に対する表示タイミング誤差±０．Ｘ秒以下

字幕

ストリームの変更は認めない。映像に対する表示タイミング誤差±０．Ｘ秒以下

遅延

映像Ｘ秒以下、データＸ秒以下

マルチ編成

ＳＤＴＶチャンネル数に対応

ＴＯＴ

遅延に応じたＴＯＴ（日付・時刻を支持する情報）の差し替えが必要

その他

臨時サービス、マルチビューに対応

４．１．３．３

IP再送信に対するNHKの基本的な考え方

テレビを見る人が減少していく中にあって、視聴者の選択肢を拡大し、地上デジタル放
送の普及を加速化するために、電波だけでなく伝送路が多様化することは自然な流れであ
ると考えている。ただ、IP マルチキャストによる地上デジタル放送の再送信については、
技術ハードルはまだ高い。しかし、技術進展が速い領域であるので、ある程度は技術開発
に期待が持てる。一方で、ケーブルテレビ事業者に対しては、厳しい条件で再送信同意を
与えてきており、IP 再送信の電気役務利用者に対してのみその条件を緩和することはでき
ない。基本はケーブルテレビと同じようにやっていただく必要がある。また、その条件に
ついてはできる限り透明性を確保する必要がある。

NTT とともにアイキャスト（伊藤忠出身の会社）が、2006 年 12 月 20 日から IP 再送信
のトライアルをスタートさせている。NHK としてもここに対して再送信同意を与え、実験
トライアルを実施してきた。家でテレビを見る際には、テレビだけではだめで、録画もし
なければいけない。見るテレビと、録画できるものの２チャンネルが必要であるというこ
とから、伝送帯域の関係から H.264 を利用したものになっている。IP の中にスクランブル、
地域限定機能などをかけながら、NGN トライアル網で実施した。提供形態としては、アイ
キャストが通信役務放送事業者になり、NTT コミュニケーションズが提供事業者として伝
送路を提供している。2007 年 12 月でトライアルはいったん終了し、来年４月からは本サ
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ービスとしてやっていく予定である。

４．１．３．４

NHK番組のブロードバンド提供の現状

これまで、NHK で番組をどのように提供してきたかをみると、NHK にとっては全て商
用実験の形で行ってきた。これらは、全て NHK 直の提供ではなく、子会社である NHK エ
ンタープライズを通じて行ってきたものである。2004 年７月からテスト運用し、2005 年７
月からは STB で本格運用、2006 年３月には PC 向けにも実験を行い、現在は PC 向けのも
のを本格提供している。

平成 19 年 12 月に放送法改正が行われ、平成 20 年 4 月 1 日から施行される。そのなかで、
NHK が過去の放送番組をブロードバンドを介して有料で提供することが可能となった。こ
のサービスの対象は、見逃し番組（放送後１週間程度を考えている）とアーカイブス番組
である。NHK がこうした番組を配信事業者を経由して、インターネットで、PC 向け、ネ
ットテレビ向け、携帯電話向けに提供していきたい。現在は BtoB で行っているが、これ
からは BtoC という方向に向かっている。このサービスについては、2006 年６月に「通信・
放送の在り方に関する政府与党合意」が発表され、その中で「NHK 本体について（中略）、
番組アーカイブスについてブロードバンドを通じて有料で公開することを可能とするため、
必要な対応を行う」ということが決まった。これに基づき、法整備が進められてきた。

提供対象としては、PC を基本とする。Windows PC をターゲットにしているが、Mac や
Linux 向けも DRM への対応が可能となれば提供していく予定である。Windows Vista の
Media Center や WPF も取り込んでユーザーインターフェースを高めていく予定である。

ネット TV 向けでは、アクトビラへの提供、IPSP が提供する上で VOD の提供を進めて
いきたい。NGN 上であれば、高画質なストリーミングが可能である。ハイビジョンをスト
リーミングでやるのかという課題はあるが、NHK は高画質のハイビジョン映像を大量に保
有しているのでトライはしてみたい。

CATV については、CATV や MSO が提供している VOD の中で、BtoC のような提供の可
能性があるのか検討している。
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携帯電話向けについては、携帯の世界は技術進歩が激しいので、どこをターゲットにす
るのかを見据えながら今後検討を進めていく予定である。

それぞれの画面イメージは以下の通りである。

図表 4.1.3-4 ＮＨＫアーカイブス・オンデマンドイメージ

４．１．３．５

IPTVフォーラムの取り組み

総務省がリードしている次世代ブロードバンドコンテンツ流通フォーラム（平成 17 年
12 月設置）のもとに、平成 18 年 10 月に IPTV フォーラムが設置された。

議論している内容は、放送番組やコンテンツを IP 配信する際の受信機開発に必要な技術
要件や運用にかかわるルールについてである。可能であれば、ITU の技術標準に持ってい
きたいと考えている。メンバーは、放送事業者、通信事業者、メーカーなどである。

IPTV フォーラムの中には、IP マルチキャスト WG、オンデマンド WG、PC 配信 WG の
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３つの WG がある。

図表 4.1.3-5 ＩＰＴＶフォーラムの概要

次世代ブロードバンドコンテンツ流通フォーラム
ＷＧ

ＩＰＴＶフォーラム

ＩＰマルチキャストＷＧ

ＷＧ

運営委員会

平成１７年１２月１日に設立された
民間協議会「次世代ブロードバン
ドコンテンツ流通フォーラム」の中
に、平成１８年１０月発足。

オンデマンドＷＧ

ＰＣ配信ＷＧ

サーバーＰ/DTP-WG/ＩＰＳＰ

全国協補完ＷＧ/ＩＰＳＰ

実証実験

IP マルチキャスト WG では、IP マルチキャストによるコンテンツ配信（地上波再送信、
自主放送の双方を含む）に係る技術ルールについて提案等があれば、基本的には議論の対
象とする。当面は IPSP について検討する。提案された技術ルール等について、構成員各々
の立場から、意見を交換する。当面は、再送信同意に係る技術条件との整合性等の観点か
ら、IPSP について検討を行う。意見交換を経て、一定の技術ルール案が得られた場合、当
該ルールの取り扱いについては、改めて当 WG 及び運営委員会等において協議する。当面
の議論の節目としては、年内及び関連する実証実験等を経た年度内を想定している。

オンデマンド WG は、オンデマンドによるコンテンツ配信（ブロードバンドを介したダ
ウンロードサービス等）に係る技術ルールについて提案等があれば、基本的には議論の対
象とする。提案された技術ルール等について、構成員各々の立場から、意見を交換。当面
は、ダウンロードサービスに係る拡張性等の観点から検討を行う。意見交換を経て、一定
の技術ルール案が得られた場合、当該ルールの取り扱いについては、改めて当 WG 及び運
営委員会等において協議。当面の議論の節目としては、年内、及び関連する実証実験等を
経た年度内を想定する。

アクトビラも IPSP も、現在はストリーミング提供だけであるが、そこを一歩進めて、
HDD やサーバに保存して（裏で送って貯めておく）それを見てもらうということも念頭に
おいて技術要件を詰めている。現在の DRM を前提にした検討なので、ダウンロード型も
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その前提で進めている。

PC 配信 WG はほとんど活動していない。これらを図示すると以下のようになる。

図表 4.1.3-6 ＩＰＴＶフォーラムの活動領域
* 一般的にはテ レビ端末向けのIP通信による（比較的高画質の）映像コンテ ンツ配信。

ＰＣ等向けの高画質テレビ番組配信を包含する場合もある。

いわゆる「ＩＰＴＶ」*のフィールド（≒ＩＰＴＶフォーラムの検討守備範囲？）
ＩＰＴＶフォーラム
ダウンロードＷＧ

帯域保証型ＩＰネッ
トワーク（閉域網/Ｃ
ＤＮ）

拡充？

放送波利用

ダウンロード
（蓄積）サービス
拡充？

「IPSP」グループの検討領域

地デジ
IP再送信

ＩＰマルチキャスト

ユニキャスト
（ストリーミング）
ＶＯＤ等

多チャンネル“放送”
（電気通信役務利用放送）

ユニキャスト
（ストリーミング）
ＶＯＤ等

拡充？

ＩＰＴＶフォーラム
ＩＰマルチキャストＷＧ

ベストエフォート型ＩＰネットワーク

将来は 放送波からのダウンロード（サーバー型放送）
とのシームレスな連携サービスも想定

４．１．３．６

「DTP-WG」・「DTV情報化研究会」グループの
検討領域

放送事業者からみたNGNの課題

放送事業者からみた場合、NGN の利用は地上デジタルテレビ放送の再送信から始まる。
なぜかというと、再送信同意を CATV と同等の条件で与えるには、NGN 以外のインター
ネット網での実現は難しいからである。

IP 地デジ再送信における再送信同意においては、著作権処理の扱いも CATV 並みになっ
ている。ただし、地デジ再送信以外のものについては、これまで通り公衆通信扱いである
ため、個別に事前の著作権処理が必要となり、ハードルが高い。例えば、NHK が新しいチ
ャンネルを作り、スカパー!と同様に IPTV を行おうとすると個別の著作権処理が必要にな
り大変なことになる。

一方、VOD サービスは、元々著作権処理が個別に必要である。ハイビジョンクラスの安定
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したサービスを行おうとすると、NGN クラスの回線が必要となる。しかし、まだ NGN に
ついては料金など不明確な部分があり、どうなるかは今後の課題である。一方で、現在局
間伝送など専用回線で対応しているものを将来は NGN に置き換えるという可能性もある
のではないか。
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４．２

NGNとインターネットサービスの課題－Ⅱ

（NGNインターフェースの課題）
４．２．１

アクセンチュア

４．２．１．１

SDPの定義と登場の背景

SDP とは、NGN 上で各種サービスを提供する基盤のシステムである。サービスやアプリ
ケーションごとに構築する基盤ではない。構築の仕方にもよるが、基本的にはパッケージ
モジュールを組み合わせて簡易に作れるプラットフォームであるといえる。

これまでは、ネットワークごとにプラットフォームが存在してサービスを提供してきた
が、SDP という概念は、全てのアクセス網の上にひとつの SDP を設けて、その上であらゆ
るサービスを提供できるプラットフォームととらえることができる。

図表 4.2.1-1 サービス提供基盤（SDP）の定義

©2008 Accenture All rights reserved.
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４．２．１．２

ITU-TにおけるSDPの位置付け

ITU-T における SDP の位置づけをみると、サービス・ストラタムの中の IMS の上に SDP
は構築される。従来通信会社が提供してきた UNI や NNI に加えて、SDP を介して ANI を
公開するという形になり、サービスプロバイダーとのコラボレーションが容易になる。SNI
については、NTT が独自に定義したインターフェースもあるが、基本的には ANI の下、IMS
の上にあると理解すべきである。

図表 4.2.1-2 ITU-T における NGN のフレームワーク

©2008 Accenture All rights reserved.

４．２．１．３

海外におけるSDPの展開

海外で、さまざまなネットワーク網の上にある統合的プラットフォームである SDP が登
場してきた背景は、既存のキャリアのニーズに基づいたものであるといえる。顧客の通信
サービスに対する興味が変化し、いわゆる土管のサービスについては、価格が安ければ良
いという状況になってきている。かつ、顧客層も細分化され、さまざまなニーズがあらわ
れてきた。

サービスごとにキャリアがプラットフォームを作らざるを得ないとなると、開発に時間
とコストがかかり課題も多い。顧客セグメントを絞って、小規模なところに付加価値サー
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ビスを提供していく場合に、開発をタイミング良く、かつ高いコスト効率で行いたいとい
うことになる。こうした状況から SDP が登場するに至ったということができる。

サービス例としては、VoIP、IPTV、スマートフォンを使ったサービス、イベントトラッ
キング、ビデオストリーミングなどがあらわれてきている。こうしたサービスはいずれも
ユーザー規模は大きくないが、細かい層をターゲットにしたサービスである。こうした細
分化されたニーズに対して、新たなサービスを提供するためのプラットフォームをそれぞ
れ構築するのは大変であり、モジュール化し簡易に組み合わせて作成することが可能な基
盤として SDP が出てきた。

アクセンチュアが欧州のキャリア向けに提供した事例を示すこととする。この事例では、
従来のカスタムメイドで、ひとつひとつのネットワークをチューニングして構築した場合
と比べて、モジュール化したパッケージを組み合わせるという SDP の作り方で、コスト削
減と開発期間の短縮を実現することができた。現在では、こうした開発が主流になってき
ている。
図表 4.2.1-3 新サービス開発時の期間とコストの変化
弊社開発事例
（欧州キャリア）
予算額, $K
300

Time to Market

$256K
250

テスト＆導入
$64K

200

開発工数の削減により、75
％のコスト削減を実現

150

100

インテグレーション
$64K

Subscribers
Actively Using
Service

開発
$128K

Overall
Service Usage

商品開発期間を
4ヶ月から1ヶ月へと短縮

50

$32K
$8K

$16K
第1週

第2週

1ヶ月

Up to 75%
Reduction

Up to 900%
Increase

Up to 240%
Increase

以前のアプローチ

$8K

第3週

Service Creation
Costs

4 Months
to 1 Month

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

新しいアプローチ

開発時間,月

©2008 Accenture All rights reserved.

４．２．１．４

SDP開発の市場規模

グローバルベースでみた SDP 開発の市場規模は、ABI Research による調査によれば、2010
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年には約 4,000 億円に達し、アジアにおいても 2008 年を契機に急拡大し 2011 年には 1,200
億円を超えると推計されている。

グローバルでみると、エリクソンがトップ、アクセンチュアが第２位、他にアルカテル
等が上位を占める（2006 年時点）。現時点では、欧州のキャリアを中心に SDP の導入が進
んでいる。

４．２．１．５

SDPとIMSの関係

SDP は IMS の機能を活用して、新サービスを一貫して提供することができるプラットフ
ォームであるといえる。

SDP が、それぞれのアプリケーションとネットワーク層とのやりとりを一元的に行うの
で、SDP の有無によって IMS とのやりとりはワンストップ化される。SDP は IMS を補完
して、上位のアプリケーションとの連携を行う。IMS だけではアプリケーションとの連携
は難しい。

４．２．１．６

NGN時代のSDPに求められる要件

「NGN 時代」においてこれまでと大きく変わるポイントは２つあると考えている。ひと
つは、NGN を介して、これまで以上に多様なサービスがネットワークの向こう側に出てく
ることであり、もうひとつは、多様なユーザー環境が現れ、非常に複雑化することである。
例えば、宅内にあるホームウェイゲートウェイに接続される宅内ネットワークなどは複雑
化するが、それらを束ねるような役割を果たすものとして NGN がある。したがって、SDP
には、上記２つのポイントに対応して「多様なサービスのコントロールする」、
「宅内の多
様なユーザー環境をコントロールする」という機能に加え、「NGN と接続する」という合
わせて３つの機能が求められていると考える。
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図表 4.2.1-4 NGN 時代の環境
現在

将来のデジタルホーム環境

多様な
サービス

インターネット

デジタルホームサービス

インターネット

SDP
固定系
ネットワーク

Mobile

NGN
WIMAX

FTTH

Mobile

ホーム
ゲートウェイ

モデム

多様な
ユーザ
環境

ホームネットワーク
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多様なサービスについては、何が主流になるのかわからない部分もあるが、VOD、コン
テンツ配信、IPTV は、少なくともヨーロッパでは実現されつつある。将来的には、ヘルス
ケア（遠隔介護、在宅医療、健康モニタリングなど）やホームマネジメント（行政サービ
ス、教育サービス、セキュリティなど）
、自宅で仕事をする人のためのバーチャルオフィス
やホームオフィス化のサービスも現れるであろう。また、多地点間のテレビ会議やファイ
ル共有、ビジネス情報の共有などのサービスも出てくると予測される。

図表 4.2.1-5 NGN 時代の多様なデジタルホームサービス
ホーム
エンタテインメント

ヘルスケア

ホームマネジメント

バーチャルオフィス

勤怠管理

ドキュメンテーション

ファイル共有

ビジネス情報提供

多地点テレビ会議

家事ロボット

行政サービス

エネルギーマネジメント

教育サービス

ホーム・
セキュリティ

遠隔介護

バーチャルフィットネス

健康モニタリング

在宅医療

在宅診断

エンタメ・
ロボット

コンテンツ転送

オンライン・
ゲーム

ＶＯＤ、コンテンツ配信

家庭内コンテンツ共有

個別サービス

プラット
フォーム
サービス

デジタルホームサービス

サービスインターフェイス（プレゼンス・ステータス管理、エージェント/コンシェルジュ・サービス）
ファイル転送、変換、蓄積
コミュニケーション基盤
デバイス管理／集中コントロール
サービスコントロール、認証、課金・決済
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一方でユーザー環境も複雑化している。現在、単一 PC を持っているのは、世帯の半数
くらいである。約３割は複数台の PC を持ち、LAN でネットワークに接続している。PC、
AV、ゲーム機などをネットワークに接続している世帯は数％レベルである。これからは、
PC、ゲーム、AV 機器などがネットワークにつながるケースが増加し、2010 年には２～３
割程度になると予想される。さらに、統合的なデジタル社会が 2010 年以降に実現すると思
われる。宅内環境も、無線 LAN や PLC が入り始めるなど複雑になりつつあるが、この複
雑化の動きはとまりそうもない。（総務省「通信利用動向調査」よりアクセンチュア分析）

SDP に求められるビジネス要件としては、３つあげられる。１つは、多様なサービスが
出てくるので、SDP はサービスプロバイダーとの連携が必須であること、２つめは、家庭
内・宅内のネットワークやデバイス環境が複雑化することにより、エンドユーザー環境が
多様化するため、これを SDP でうまく吸収してサービスを提供する仕組みが必要となるこ
と、そして３つめは、NGN が持っている機能と SDP がシームレスに連携して、コラボレ
ーションしていかなければならないということである。

（１）サービスプロバイダーとの連携

サービスプロバイダーとの連携の形態はいろいろとある。いかに連携すべきかについて
は、業界ごとにいろいろと意見があると思われる。キャリアの SDP とサービス事業者のア
プリケーションとの連携をいかに行うかが１つ目の論点である。また、他社のアプリケー
ションや SDP ベンダーのような自前で運営しているところとの連携をいかに行うかが 2 つ
目の論点である。さらに、複数のキャリアがそれぞれに構築する SDP を統合したときに、
他社のネットワーク上の SDP がうまく動くかが３つ目の点である。

こうした前提に立って考えた場合に SDP に求められる要件は何かについて述べる。

・全モデルに共通な要件：①サービスを提供する事業者に対して、オープンで共通の
インターフェースを持つ必要がある。②サービスオーケストレーションは、多様な
サービスに対応することが必要なもの、サービス間をうまく連携させる機能である。
・その他の機能要件：①ユーザー情報やサービス情報をいかにうまくつなぐか。顧客
情報の管理との連動、プレゼンス情報、位置情報、利用頻度情報などを SDP 間で連
携させる必要がある。②サービス事業者がプレゼンス情報や位置情報を必要とする
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場合、連携してひとつの情報として出すことが必要である。これは、複数の SDP が
つながる場合に出てくる論点である。また、ネットワーク間、SDP 間のフェデレー
ション、権利情報の管理、課金や決裁情報の連携などが必要となり複雑度が増す。

特に、先にも述べたように今後多様なサービスが考えられる中、プラットフォームに求
められるインターフェース要件を見極め、共通化していくことが、大きな課題であると考
える。

（２）ユーザー環境の多様化の吸収

SDP は、多様なユーザー環境（デバイス、ネットワーク、IT リテラシーなど）に対応し
て作成される必要がある。

①マルチデバイス、マルチベンダー：これまでは基本的に PC、携帯、電話を考えてお
けば良かったが、NGN 上でサービスを提供するということは、マルチデバイスに対
してサービスを提供していくことになるので、マルチデバイスに対応した SDP にす
る必要がある。
②クロスネットワーク：アクセスネットワーク形態は多様であるので、サービスの流
し方、コンテンツのエンコーディング方法を考えるという柔軟な機能が SDP に求め
られる。
③多様なユーザーホームネットワーク環境：宅内には有線 LAN、無線 LAN、PLC な
どさまざまなネットワーク環境があるので、これをネットワーク側でどう吸収する
かという課題がある。
④IT リテラシーが異なるユーザーへのサポート：利用者の全てが、IT リテラシーが高
いわけではないので、リテラシーの低いユーザーがどれだけ簡単に操作できるかと
いう点がある。

これら全てを SDP が吸収するのかということになるが、他方でホームゲートウェイ側で
吸収するという考え方もある。しかし、ユーザーの宅内環境が多様化することにより、少
なくとも SDP がカバーする範囲は広がってきているといえるであろう。

これらの点をふまえて SDP に必要な機能をあげる。
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①マルチベンダー・マルチデバイス：多様なデバイスをダイナミックに管理するユニ
ファイドデバイス管理の仕組みや、複数の端末から同一の ID でログインできるよ
うなシングル・サインオンの機能が必要となる。
②クロスネットワークアクセス：ネットワーク帯域をデバイスやリソース状況に応じ
て割り当てていく。あるいは、流すネットワークによってコンテンツのエンコーデ
ィングを変えていくというダイナミックな設定が求められる。

③ユーザーホームネットワーク環境：宅内にどのようなネットワークが引かれて、ど
のようなデバイスが接続されているかを SDP 側が判断し、①や②の機能を使ってい
く仕組みが求められる。
④IT リテラシーの異なるユーザーへのサポート：ユーザーがデバイスの種類や最新版
であるかどうかなどを意識せずにサービスを利用することができるようにするため
には、ファームウェアを自動的に配信する、あるいはユーザー情報を加工してサポ
ート情報を提供していくことが SDP に求められてくる。

この領域については、プラットフォームや機器だけでは吸収できない”アナログ”な部分
も残ると考えており、通信や ISP 事業者、メーカー、小売事業者など各社が取り組んでい
るカスタマーサポートのサービスと両輪で、ユーザー側の環境の多様性を吸収していく必
要があると考えている。

４．２．１．７

NGN機能とSDPのシームレスな連携

SDP は NGN とシームレスに連携させなければならない。連携については、以下のよう
な視点が重要となる。

①サービス提供者、ユーザーからのリクエストに対応して、いかにエンド・ツー・エ
ンドでセキュアかつ最適な帯域を設定させるか。ネットワークをどう使うか、サー
ビスをどうネットワークに流していくのかという制御が必要となる。
②クロスチャネル、クロスネットワークでの配信を可能とするために、ネットワーク
の認証をいかに行っていくか。
③こうした新しい通信モードが出てくるので、これに SDP がどう対応していくのか。
④他社ネットワークにつながった場合における情報提供についての連携やその管理を
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いかにしていくのか。

具体的に求められる機能をみる。

セキュアで QoS を担保した通信については、サービス別の帯域やセキュリティの管理、
セッション情報とリアルタイムの連携などが SDP に求められる。新しい通信モードでは、
ユーザープレゼンスやデバイス情報を管理して、そこにサービスを提供していく。他のプ
ロバイダーとの通信については、SLA 情報の継承を行わないと、別のネットワークに入っ
た場合に QoS がうまく担保されない状況が出てくる可能性がある。また、サービスチャー
ジングで、課金の形態が異なった場合に、その情報をうまく引き継ぐ必要がある。

４．２．１．８

SDPに求められる機能コンポーネント

既にあげた、３つの要件をとりまとめると、SDP 機能として求められるコンポーネント
は、以下の６つにまとめられる。

①サードパーティゲートウェイ（GW）
：サービスプロバイダーとの連携に必要な機能。
②サービスオーケストレーション：複数のサービスがどう動くかは見えていない部分
もあるが、複数サービスをうまくコーディネートして動かしていく機能。
③ポータル：サービスプロバイダーやユーザーが SDP の機能を使うための管理・メン
テナンス機能。複雑になると SDP は使いづらくなるので、これは非常に重要である。
④サービスコントロール：ネットワーク環境、宅内環境、デバイス環境がさまざまに
複雑化するので、環境に合わせて適切なネットワーク帯域を確保しながら適切なフ
ォーマットで流していく機能。
⑤アクティブサービスマネジメント：異なるネットワーク間、異なるサービス間の課
金決裁を管理する仕組み。
⑥ネットワーキングゲートウェイ：アクセスネットワークが多様になるので、それを
管理するゲートウェイ機能や、コンテンツ・サービスを配信していく機能。

さまざまなベンダーが、SDP 機能をフレームワーク化しコンポーネントとして組み合わ
せているが、アクセンチュアの SDP の機能フレームワークをベースに、ビジネス要件をマ
ッピングしたものを以下に示す。
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図表 4.2.1-6 SDP 機能のフレームワーク
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サードパーティゲートウェイは開放されなければならない部分であり、この部分のアプ
リケーションを提供するサービスプロバイダーや ISP とのうまい連携が必要な部分である。
ポータルは、SDP を管理者として使う事業者や SDP をたたいて自分の個人情報などを見る
人が使う窓口である。サービスを調整する機能として、サービスオーケストレーションや
サービスコントロールの機能が重要となる。OSS や BSS と連動してサービスを提供するた
めにはアクティブサービスマネジメントが必要となる。ネットワークをまたぐ場合に必要
となるのが、ネットワーキングゲートウェイである。

４．２．１．９

今後の検討課題

SDP は、事業イネーブラーに過ぎないといえる。事業戦略をしっかり作ること、アライ
アンススキームをしっかり作ること、あるいは SDP のアーキテクチュアのグランドデザイ
ンを行うことが重要になる。キャリアが作る SDP、個々の事業者が作る SDP、SDP の専業
ベンダーも登場してくるので、こうした事業者等をどのようにしてスムーズに相互接続す
るのかについても、今後考えていく必要がある。
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４．２．２

OKI

４．２．２．１

NGNの特徴

これまでの通信キャリアは電話、専用線、携帯電話などのサービス毎に専用のネットワ
ークを構築してきたが、NGN はこれらの専用ネットワークを単一の IP ネットワークに一
本化して再構築する国際標準化されたアーキテクチャである（図表 4.2.2-1）。基本となる
IP ネットワークにはメタル、光、無線、移動体等の複数のアクセスネットワークが接続さ
れる。このように統合されたネットワークの上で電話、専用線、モバイル等の従来のネッ
トワークサービスを提供するほか、IP 放送などの新しいサービスも提供が可能となる。
NGN はインターネットと同じＩＰ技術を使ったネットワークだが、複数の運用主体が異
なるネットワークが相互接続されるインターネットとは異なり、通信キャリアのサービス
として通信品質制御やセキュリティがエンドエンドで提供可能な点に特徴がある。また、
NGN 上 の ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス を 組 み 合 わ せ て 提 供 す る FMC (Fixed-Mobile
Convergence：固定回線サービスとモバイルサービスを組み合わて提供する形態)や、クワ
ドロプルプレイ(IP 電話、携帯電話、ブロードバンド IP 接続、IP 放送の 4 サービスを一本
化して提供するサービス形態)などの実現が可能となる。
これに加え、ＮＧＮは IP ネットワークのエッジ部分に接続したサーバ上のソフトウェア
で電話交換サービスや携帯電話サービスなどを実現する、ソフトウエア主体の構造のため、
新サービスの追加や、ユーザが構築するアプリケーションとの相互運用が実現しやすい特
徴もある。このようなアプリケーション運用の一つの手段として SDP(サービス･デリバリ･
プラットフォーム)が注目されている。高いセキュリティや一定の通信品質が確保出来る
NGN のネットワークとしての利用価値は高い。これに SDP を加えてネットワークアプリ
ケーションのプラットホームとして NGN を捕らえると、企業の IT システム構築やサービ
スプロバイダによるコンシューマ向けサービス提供の枠組みが変わってくる可能性が考え
られる。
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図表 4.2.2-1 NGN の特徴

４．２．２．２

NGNアーキテクチャの国際標準化動向

NGN の標準化には図表 4.2.2-2 に示すとおり複数の標準化団体が関わっている。NGN の
基本となったのは、欧州の標準化機関である ETSI（European Telecommunications Standards
Institute）のプロジェクトである TISPAN (Telecommunications and Internet converged Services
and Protocols for Advanced Networking)が 2003 年頃から開始した次世代の通信キャリアネッ
トワークに関する一連の検討であった。TISPAN は NGN の基本方式として、第三世代携帯
電話(3G)システムの仕様検討のために 1998 年に設立された 3GPP (Third Generation
Partnership Project)が策定したオール IP による携帯電話網のアーキテクチャである IMS (IP
Multimedia Subsystem)を採用した。ITU-T では 2004 年から NGN の国際勧告化ヘ向けた検
討を開始し、2006 年に NGN リリース 1 と呼ぶ NGN の基本構造の技術規格を完成した。
また、IMS の通信制御プロトコルとして採用された SIP (Session Initiation Protocol)等の IP
技術はインターネット技術の策定団体である IETF (Internet Engineering Task Force）が標準
化を行っている。

IMS におけるサービスアーキテクチャの標準化は 3GPP の OSA (Open Service Access)委員
会の役割とされているが、具体的な技術検討は民間フォーラムの OMA (Open Mobile
Access)が担っている。IMS の通信サービスをアプリケーションから使うための API
(Application Programing Interface)には、民間フォーラムの Parlay Group が規定した Parlay-X
と呼ばれる仕様が採用されている。また、IP ネットワーク上でアプリケーションが相互に
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通信するための基本的な枠組みは、W3C (World Wide Web Consortium)や OASIS (Advancing
Open Standards for the Information Society)が標準化した Web サービスと呼ばれる基本技術を
適用している。OMA が仕様を記述するための言語は OMG (Object Management Group）と
いう団体の作った規格を利用している。

図表 4.2.2-2 NGN アーキテクチャの国際標準化関連組織

４．２．２．３

3GPP/3GPP2 のIMSアーキテクチャ

図表 4.2.2-3 は IMS アーキテクチャを簡易的に図示したものである。CSCF (Call Session
Control Function)は SIP による通信処理を制御する IMS のコアとなる機能である。また、
HSS (Home Subscriber Server)はサービス契約者の契約情報や位置情報等が含まれるデータ
ベースである。CSCF と HSS はアプリケーションサーバーが IMS の機能を利用するための
ISC と呼ばれるインターフェースを持っている。
ISC の上位にあるアプリケーションの標準化は 3 種類に大別できる。ひとつは SIP アプ
リケーションサーバーで、Java で SIP を使う場合の標準インターフェースである SIP-Servlet
を基本とした方式である。二つ目は前述の Parlay/OSA インタフェースを利用する方式であ
る。三つ目は通信キャリアの従来のネットワークで利用されていた IN (Intellegent Network)
の SCP（Service Control Point）等、通信キャリアの既存設備を IMS と接続するための方式
である。これにより既存ネットワークのサービスを IMS で利用できるようになる。
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図表 4.2.2-3 3GPP/3GPP2 の IMS アーキテクチャ

４．２．２．４

OSA（Open Service Access）について

OSA は、サービス提供者が NGN を利用してアプリケーションを構築するためのアーキ
テクチャで、3GPP の仕様書 TS 23.198 で SCF（Service Capability Features）と呼ばれる 10
種類のインターフェースが規定されている。OSA が規定する SCF を以下に示す。これら
は、標準で規定されているものなので、それらを全て公開しなければならないというもの
ではない。

【OSA が規定する SCF】
1. 呼制御：IMS の SIP 呼制御と、これに関連する課金情報などを制御する機能
2. データセッション制御：音声以外の SIP セッションを制御する機能
3. モビリティ：端末の位置情報と端末の状態に関する情報を提供する機能
4. 端末機能：ユーザ端末が持つ機能に関する情報を提供する機能
5. ユーザインタラクション：エンドユーザと双方向にやり取りする機能
6. 課金：クレジットカードやプリペイドカードによるサービス料金清算等のに必要な
課金情報を提供する機能
7. アカウント管理：ユーザの利用状況などの情報を提供する機能
8. プレゼンス情報：あらかじめ登録したユーザの状態を逐次通知する機能
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9. マルチメディアメッセージ：テキストや画像などで構成したメッセージを送受信す
る機能
10. ポリシー管理：ポリシーに関するイベントを生成、削除、更新、参照する機能

SCF はインターフェースのセマンティクス仕様なので、そのままではプログラミングで
きない。SCF の実装方式の一つとして採用されている Parlay Group の Parlay-X 仕様は、現
在のところ API 2.1 が公開されており、前述の 10 個のインターフェースにマッピングされ
ている。API 3.0 も検討中であり、メディア映像系、放送系、コンテキスト系が追加される
と考えられる。Parlay Group には大手通信キャリアや IT 企業を含む約 100 社が参加してい
る。

４．２．２．５

ユビキタスサービス・プラットフォームとしてのNGN

NGN が前述のような特徴を持つ一方、インターネットではすでに Web2.0 や SaaS
(Software As A Service)等のキーワードに象徴される様々な情報サービスが広く普及してい
る。これらは背反するものではなく、利用者は用途や利便性に応じて両者を組み合わせて
利用してゆくと考えられる。また、NGN とインターネット以外にも、企業ネットワーク、
ホームネットワーク、センサーネットワーク、自動車用の ITS (Intelligent Transport Systems)
ネットワークなどがあり、通信サービスの利用シーンが広がっている。これらを相互に接
続して利便性を高めてゆく事が社会の発展に必要であり、ここで NGN が重要な役割を果
たすと考えられる。
OKI が企業ビジョンとして掲げている e 社会は、グローバルに張り巡らされたユビキタ
スネットワークを基盤として、時間と空間の制約、国･地域や文化の違いを超え、あらゆる
社会活動が「個」を中心に公平で安全、確実に行われる社会である。そこで提供されるサ
ービスをユビキタスサービスと呼んでいる。ユビキタスサービスの実現には、図表 4.2.2-4
に示すように NGN とインターネットを核にして広まってゆくユビキタスネットワークを
基盤として、これらを使いやすく一元化するユビキタスサービスプラットフォームを形成
してゆく事が重要となる。
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図表 4.2.2-4 ユビキタスサービスプラットフォーム

前節で紹介した SDP は、NGN が提供する IP 電話等のサービスや、ユーザ認証、課金な
どの機能を API を通して使えるようにすると説明した。これを狭義の SDP と呼ぶ事とする
と、図表 4.2.2-4 に示す社会生活インフラとして NGN の機能とインターネット上のサービ
スを組み合わせて利用し、さらにそれを自社のサービスにカスタマイズするといった利用
は狭義の SDP だけでは困難である。これを統合的に実現する仕組みが、OKI が考えるユビ
キタスサービス・プラットフォームである。

OSCP（Oki Service Convergence PF）は、OKI のユビキタスプラットフォームである。図
表 4.2.2-5 に図示したように、OSCP は通信キャリア等のサービスプロバイダに設置する
OSCP-SDP と、これを様々な通信端末で利用するための Clinet for OSCP で構成する。
OSCP-SDP は NGN に接続して通信サービスを
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図表 4.2.2-5 OKI のユビキタスサービスプラットフォーム

４．２．２．６

NGNユビキタス事例

OKI では NGN ユビキタスサービス普及のため、いろいろな業界と NGN の勉強会などを
行っている。本節ではこれを踏まえて OKI が開発した NGN を利用した二つのソリューシ
ョンを紹介する。

（１）feedpath ZebraによるインターネットとNGNのマッシュアップサービス

feedpath Zebra は米 Zimbra 社が開発したオープンソース･ソフトウエアの Zimbra をベー
スに feedpath 社が提供するメールサーバと Web メールクライアントが一体化したホスティ
ング型 Web メールシステムである。feedpath Zebra はデスクトップ型のグループウエアが
持つメールボックス、カレンダー、スケジュール帳などの機能を備えており、AJAX
(Asynchronous JAVA script ＋ XML )と呼ばれる技術により Web メールでありながらこれら
の複数の機能を複数のウインドウでデスクトップアプリケーションと同様の GUI（グラフ
ィックユーザインタフェース）で使える点が特徴である。さらに、ジムレットと呼ばれる
スクリプトを利用すると、feedpath Zebra 自体をプラットフォームにしてユーザが機能を追
加したり外部のアプリケーションと連携できる。OKI はこの機能を利用して feedpath Zebra
を OSCP-SDP と連携させ、NGN のサービスをマッシュアップするサービスを開発した。
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これによって feedpath Zebra は、例えばメール送信者の NGN プレゼンス情報(電話中など
の利用者の状態を表す情報)をポップアップ表示、位置情報から地図をポップアップ表示、
メール受信を契機にメールのあて先全員で NGN 上で映像会議を招集するなど、インター
ネットと NGN を融合してカスタマイズが出来るプラットフォームになる。図表 4.2.2-6 は、
feedpathZebra によるインターネットと NGN の融合イメージである。

図表 4.2.2-6 Zebra によるインターネットと NGN の融合イメージ

（２）ユビキタスサービスエージェント

ユビキタスサービスエージェントは、NGN で一元化した個人向けサービスが提供される
事を想定して試作した、複数の業種といろいろな端末を連携したライフスタイルサポート
型情報サービスを提供するためのプラットフォームである。図表 4.2.2-7 は旅行準備のサポ
ートの例である。例えば旅行に行きたい場合、最初に携帯電話でエージェントに候補地を
いくつかリクエストしておく。次に一緒に旅行する友人と落ち合い、コンビニ等に設置さ
れた情報端末で携帯電話から要求したツアー候補を絞り込み、さらに別の旅行会社から現
地のオプション情報などを得る。さらに自宅に戻って TV 画面を通じて金融機関から関連
情報の提供を受ける、といった具合である。この例では、ユビキタスエージェントという
基本的サービスを提供している事業者のプラットフォームの上で、旅行エージェント、金
融機関のエージェント、ナビゲーションエージェントがコラボレーションしている。ユビ
キタスサービスエージェントの SDP では、各業種共通に音声認識/自動応答サービス、ユ
ーザ ID 情報、コンテキスト情報、知識データベースなどを提供する。
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図表 4.2.2-7 ユビキタスサービスエージェントの利用シーン
夏休みに
どこか行きたいわ。
フランスなんか
良いかな・・・

友達と
ツアーを
選びたい

旅行Agent

私がお受け
致します。

フランスのご案 内は
こちらです。
１．エッフェル塔
２．ルーブル美術
３．ベルサイユ宮

外出先

携帯電話

４．２．２．７

先ほどのツアー
のホテルの グ
レードについて
教えて。

旅行Agent

銀行 Agent

今日の ユー
ロの為替レー
トを教 えて

旅行 Agent

コンビニ
コンビニ

ＫＩＯＳＫ端末

車

カーナビ

自宅

テレビ／ IP-STB

SDPで新しい産業を醸成する環境整備

本節では SDP やユビキタスサービスプラットフォームを利用しやすくし、新しい産業に
発展させるために必要な環境整備について述べる。

（１）利用する業界のコンセンサス

アプリケーションの相互運用に利用する取引情報などのフォーマットと情報をやり取り
するインターフェースの標準化をはかる必要がある。例えばアプリケーション利用料金等
の取引のフォーマット、顧客情報交換の標準化などが考えられる。

（２）アプリケーション間で利用する情報の標準化

地図情報、位置情報、プレゼンス情報、コンテキスト情報など、アプリケーションで共
通に利用する情報も標準化することが望ましい。また、これらの情報が確実に利用できる
仕組みも必要となる。

（３）IDの共通化

現在は、それぞれの通信サービスごとに ID を持ってログインしているが、ユビキタス
サービスをスムースに利用するためには ID の統一も効果的である。また、位置情報の様
に、GPS から出力される座標、住所、郵便番号など複数のフォーマットが普及しているが、
それぞれ特定できる範囲や記述方法が異なるため、コンピュータで一元化して扱える枠組
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みがある事が望ましい。

（４）公共情報のアベイラビリティ

ID が統一された場合に、誰がその情報を管理して提供するのかを整合してゆくことも必
要である。

４．２．３

テレコムサービス協会

４．２．３．１

社団法人テレコムサービス協会について

我が国は、昭和６０年に、
「通信自由化」を実施し、自ら設備を設置してサービスを提供
する、所謂、電気通信設備を有する“第一種電気通信事業者（キャリア）”と、第一種者通
信事業者から当該設備を賃借して事業を行なう、所謂、電気通信設備を持たない“第二種
電気通信事業者（例えば、NTT が設置する電気通信回線を借りて電気通信役務を提供する
事業事業者）
”の事業区分を設けて、市場に競争原理が導入された。
（社）テレコムサービス協会は、昭和６０年以降に設立された設備を持たない、
（社）特
別第二種電気通信事業者協会、全国一般第二種電気通信事業者協会、音声 VAN 振興協議
会、
（社）日本情報通信振興協会の４団体が平成 6 年に統合して発足した団体であり、電気
通信事業（VAN サービス）、情報サービス事業、ＩＳＰ事業、ＣＡＴＶ事業など、設備を
持たない事業者を主たる会員とする団体である。

４．２．３．２

「通信自由化」以降の国内通信事業の売上高推移

総務省は、平成 17 年の通信自由化 20 周年記念シンポジウムにおいて、平成 16 年度の電
気通信事業者数が 13,000 社に増大、売上高は 17 兆を超えたが、携帯と固定通信分野の競
争は進んでおらず、これまでの競争ルールが問われており、ＩＰ時代への曲がり角、スピ
ードを重視した対策、サービス事業の拡大、国際競争力をつける必要があるとの指摘を行
っている。
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図表 4.2.3-1 国内通信事業の売上高推移

４．２．３．３

情報通信市場のサービス・システム・事業構造

電気通信事業分野を含めた情報通信市場全体のサービス・システムの事業構造について
ＩＰ化の進展の視点から見ると、図表 4.2.3-2 に示した様に、利用者、端末、ネットワーク
レイヤー（アクセス系、／中継系）
、プラットフォームレイヤー、コンテンツ・アプリケー
ションレイヤによる階層構造（レイヤ）となる。
そこでは、利用者を利用対象として捉えて見ると、図の通り、個人～食品、家畜などま
で多くの広がりを持ち、端末も目的に沿う多種多様なものが登場するのが分かる。
ネットワークに繋ぐアクセス系は、単に固定通信と移動通信という区分けでは収まらず、
加入電話、直收電話、ADSL、FTTH、CATV、CATV、FWA、PHS、携帯、無線 LAN、な
ど多様な NW アクセス手段が次々と登場し、利用者／利用対象にユビキタス環境とブロー
ドバンド環境を提供する。アクセス系と中継系を繋ぐ重要な役割を担う地域 IP 網も登場し
ており、NTT 東西会社に対しては県内・県間接続役務が議論される状況になってきている。
“設備を持たないＩＳＰ”は、キャリアが提供する役務を調達（図表 4.2.3-4 参照）し、そ
れをもって、ＩＰバックボーンネットワークを構築し、その上で、認証、課金、決済、顧
客管理等の機能を持つプラットフォームレイヤーを自らの事業基盤として、その上のコン
テンツ／アプリケーションサービスの提供、並びに、The Internet への接続サービスを提供
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している。

図表 4.2.3-2 情報通信市場のサービス・システム・事業構造（レイヤ構造）
モバイルＩＰ
コンテンツ
アプリケーション
レイヤ

コンテンツ／アプリケーションサービス
ＥＤＩ、ＣＲＭ、Ｅマーケットプレース ・・・
メール、ＩＰ電話、映像、音楽、 ・・・
ショップ、ポータル、オークション ・・・

Ｔｈｅ
Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＣＰ
ＡＳＰ

ＡＳＰ
サービス

ＩＰネットワークサービスプラットフォーム
Ｉ ＳＰ
認証、課金、決済、顧客管理、セキュリティ ・・・
サービス
インターネット・イントラネット・データセンター、ＮＷ運用

プラットフォーム
レイヤ

ＩＳＰ
中継系
（ 長距離系）

ＩＰ電話網

ＩＰバックボーンネットワーク
（ＩＳＰはキャリアから調達等）

回線交換網

ＮＷ
レイヤ

ドライカッ パ
光ファイバ

ＰＳＴＮ

ア クセス系
（ 地域系）
直収電話

加入電話

地域ＩＰ網

ITSP

ADSL

回線
交換網

ブロードバンド
環境

CATV

FTTH

FWA

PHS

無線
LAN

携帯

ユビキタス
固定通信 （有線、無線）
電話機／ＦＡＸ

端末
利用者／
利用対象

４．２．３．４

移動通信 （無線）

携帯電話

インターネット家電、ＳＴＢ、ＡＶ、 ＴＶ、etc

PC
ゲーム機

環境

ＰＤＡ
カーナビ

ＩＣタグ

個人、店舗、コンビニ、企業、学校、官庁、自治体、ロボット・機械、食品、家畜 など

情報通信市場（各レイヤー市場と規模）

参考として、総務省「ユビキタス社会におけるプラットフォーム機能の在り方に関する研
究会報告書（05.08.10）を図表 4.2.3-3 に紹介する。
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図表 4.2.3-3 情報通信市場の現状の市場規模

◎市場規模（現状）

図に示す通り、端末層、ネットワーク層、プラットフォーム層、アプリケーション層は互
いに不可分の関係にあって、ＩＣＴ産業を支えている。

４．２．３．５

サービス・システム・事業構造を支える、「キャリアの提供

役務」と「ＩＳＰの提供役務」の関係

設備を有しないＩＳＰは、キャリアの提供する役務を調達し、その上で、認証・課金・
決済、顧客管理機能を具備するプラットフォームを事業基盤として、インターネット接続
サービス、付加価値サービス等を自らの役務として、利用者へのサービスを提供する事業
構造となっている。
具体的には、図表 4.2.3-4 に示す「改定電気通信事業法が定める役務」を利用し、例えば
①ＩＳＰはキャリアの提供する、１０、１１、１２、１８の役務を利用者にホールセー
ルしている。
②ＩＳＰはキャリアが提供する、１７，１８，１９，２０、２１の役務を、ＩＳＰ
自身のＩＰバックボーンネットワークの設備に利用している。
③ＩＳＰは、その上で、自らＩＳＰサービスとして、８、９、および、２２、２３の
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役務を利用者に提供している。

図表 4.2.3-4 改定電気通信事業法が定める役務規定
１．加入電話

１３．ＣＡＴＶサービス

２．総合ディジタル通信サービス

１４．携帯電話・ＰＨＳインターネット接続サービス

３．中継電話

１５．携帯電話・ＰＨＳパケット通信アクセスサービス

４．国際電話等

１６．フレームリレーサービス

５．公衆電話

１７．ＡＴＭ交換サービス

６．携帯電話

１８．公衆無線ＬＡＮアクセスサービス

７．ＰＨＳ

１９．ＩＰ－ＶＰＮサービス

８．ＩＰ電話

２０．広域イーサネットサービス

９．インターネット接続サービス

２１．専用役務

１０．ＦＴＴＨアクセスサービス

２２．１～２１を利用した付加価値サービス

１１．ＤＳＬアクセスサービス

２３．インターネット関連サービス

１２．ＦＷＡアクセスサービス

２４．電報
２５．その他の電気通信役務

以上の①、②、③の関係から、
「設備保有事業者（キャリア）」と「非設備保有事業者（Ｉ
ＳＰ）」は、互いに“協調”と“競合”の関係にあり、市場競争によって市場を発展させる
構造にある。といえる。
従って、ＮＧＮ事業者が垂直統合的に上位レイヤまでを独占的、且つ、閉鎖的に市場を
支配することになれば、公正競争原理が全く存在しないサービス・システム・事業構造と
なり、市場の発展性が閉ざされることに繋がる。よって、ＮＧＮについても機能のオープ
ン化を行い、現行と同様な事業構造を基に、市場の発展拡大を図って行く事が求められる。

４．２．３．６

ＩＳＰが担うサービスプラットフォームの機能と役割（現状）

ＩＳＰは、利用者に対して、１．インターネットの提供機能、２．ユーザサポート・管
理機能、３．ポリシーコントロール機能、４．安心・安全確保の情報セキュリティ機能、
５．多様で便利なＡＳＰサービス提供機能を提供しており、サービス・システム・事業構
造との関係を、図表 4.2.3-5 に示す。
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とりわけ、ＩＰアドレスの付与管理、ＡＳとしてインターネットの自立・分散・協調の理
念による運営／インターネットガバナンス対応は、ＩＳＰにとって極めて重要な役割とな
っている。また、認証・課金・料金徴収・決済・コールセンター業務機能は、インターネ
ット利用者に対して安心してインターネットの様々なサービスを安心して利用して戴く
為の必須の機能である。更に、ＩＳＰのコールセンター業務は、端末、キャリアサービス
等も含めて、利用者からのありとあらゆる問い合わせをワンストップで対応する重要な役
割であり、大手ＩＳＰは 500～1,000 人規模のコールセンターを設置し、NTT のサービス
も含めてあらゆる問い合わせに対応している。
次世代ＩＰネットワーク（NGN）が登場し、インターネットとのサービス・システム・事
業構造をどの様にするのかによっては、ワンストップサービスの在り方、コールセンター
対応の在り方などなど、事業政策と共に消費者行政の観点から社会的な課題として、関係
事業者間でしっかり検討を行う事が必要となる。

図表 4.2.3-5 ＩＳＰが担うサービスプラットフォームの機能と役割（現状）
ＩＳＰが担うサービスプラットフォームの主要機能
１．インターネットの提供機能
①IPアドレスの付与管理

コンテンツ
（映像、音楽、情報・・・）

ＩＰアドレス付与により、利用者とＮＷとPlatformとAPL を紐付け 管理

アプリケーションサービス
個別アプリ
E-mail

ＡＳＰ

個別アプリ

Voice

Web

Video

ＩＰｻｰﾋﾞｽプラットフォーム
認証、課金、顧客管理、セキュリティ管理
インターネット・イントラネット

地域ＩＰ網
アクセス回線
（ドライカッパー、FTTH など）
ゲートウェイ

電話

ＩＰ電話

監視カメラ

ホームサーバ

IP-TV電話
デジタルTV

４．２．３．７

PC AV機器
ゲーム機

Ｉ ＳＰ

②ＡＳとしての経路制御・運用管理
インターネットの自律・分散・協調の理念による運営
③バックボーン、相互接続（ＩＸ等）、海外接続、ＢＢ・ユビ
キタスの利用環境構築
２．ユーザサポート・管理機能
①利用者の登録・管理
②認証によるＩＰアドレス付与管理
③課金・料金徴収・決済等
④コールセンター機能 （端末、ＯＳ、ＡＰＬ、キャリア
サービスなど 全問合わせに対処）
３．ポリシーコントロール機能
①ＱｏＳ／ＧｏＳ制御 等
４．安心・安全確保の情報セキュリティ機能
①通信の秘密保持、個人情報の保護
②不正アクセスやサイバーテロなどのインシデント対応
③直接的に利用者対応できる役割を担う
５．多様で便利なサービス提供機能
①認証・課金・料金徴収を含めたＡＳＰサービス
②ワンストップで提供

次世代ネットワーク（ＮＧＮ）実現に向けた取り組み（１）

これからの社会基盤となるＮＧＮにおいても、インターネットの発展過程と同様に、色々
なアイディアが常に競争を通して市場に反映されて行く事が必要であり、図表 4.2.3-6

オ

ール IP 化への取り組みとＮＧＮへの期待の図における、“Ｄ”のＩＳＰ他、上位レイヤ事
業者によるＮＧＮ利活用の在り方をしっかり議論し、“Ｅ”の次世代ネットワーク（ＮＧ
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Ｎ）に反映させる事が不可欠な要件となる。
また、Ｄの議論において、ＮＧＮとインターネットとＩＰｖ６の活用問題を利用者・端
末～コンテンツ・アプリケーションサービスまでのサービス・システム・事業構造として
捉えて検討して行くことが求められる。

図表 4.2.3-6 オールＩＰ化への取り組みと次世代ネットワーク（ＮＧＮ）
・・・ＮＴＴグループ中期経営戦略の発表

Ｅ

次世代ネットワーク（ＮＧＮ）
オールＩＰのネットワーク：品質保証やセキュリティ機能を持つ高度なIP網
（ネットワークの品質、利用者・利用端末に応じたEnd２Endのサービス品質保証、安全・プライバシー）
● ＩＰをベースとしたマルチメディアサービス：Tripleプレー／Quadrupleプレー／他広範なサービス
● ユビキタス：アクセス等の高度なモビリティ
● FMC：完全シームレス通信
● アーキテクチャ：サービスの独立な発展を許容するTransport Stratumの上にService Stratumを構築
● ITU-T国際標準化：ＩＰ網間の相互接続の必要条件
●

Ｄ

ＩＳＰ他

Ｃ

上位レイヤー事業者によるＮＧＮの利活用
ＮＴＴグループ中期経営戦略

★次世代ネットワークによる認証・課金機能※等のプラットフォームを用いたノントラヒックビジネスの拡大★
映像コンテンツ配信、ｅコマース、常時接続・双方向のＩＰ技術を用いた研修・教育・広告関連ビジネス
無線タグ等を利用したホームセキュリティ、物流やファシリティ管理等のEnd２Endネットワークサービス
ＫＤＤＩ 次世代コアネットワーク（ＭＭＤ）構想次世代ネットワーク「ウルトラ３Ｇ」構想
日本テレコム 次世代ＩＣＴプラットフォームサービス構想

Ｂ

オールＩＰ化
● 固定電話の維持・管理コストの低減
● 固定電話以外の収入源の確保

抜本的構造改革・経営改革

Ａ

● 携帯電話の普及による固定電話の利用減・収入減
● ＢＢサービスの普及（単価が低く、定額料金）による収益率減、固定電話に比べ比較にならないほど低い
● 世界各国メガキャリアの共通問題

４．２．３．８

次世代ネットワーク（ＮＧＮ）実現に向けた取り組み（２）

ＮＧＮは、
「電話」と「インターネット」の長所を併せ持ち、オールＩＰ化の社会基盤と
なるものと期待されている。その違い・特徴を、図表 4.2.3-７「電話」と「インターネッ
ト」の長所を併せ持つＮＧＮに例示する。
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図表 4.2.3-７ 「電話」と「インターネット」の長所を併せ持つＮＧＮ
NGN
「電話」と「インターネット」の長所を併せ持つ「新たなネットワーク」として捉える

端末
電話機
（ダム端末）

電話

インターネット
(現状）

＋

端末
ＰＣ等
（高機能端末）

＋

ネットワーク
番号、呼制御、通信品質、課金情報等
＜集中統制管理型 ＮＷ＞

ネットワーク
ＩＰルーティング関連機能を担う
＜自立・分散・協調型 ＩＰ ＮＷ＞

＋

サービスプラットフォーム
認証、課金、決済、顧客管理等
＜ＩＳＰサービス管理基盤＞

アプリケーション
＋ 多様なアプリケーションプロトコル
によるサービス

インターネットサービス（※１）

ＮＧＮ

端末
ＰＣ等
（高機能端末）

アプリケーション

ネットワーク
セッション制御・セキュリティ・ＱｏＳ等

＋

サービス制御機能を有する
＜Ｍａｎａｇｅｄ ＩＰ ＮＷ （ＩＰ網）＞

ＮＧＮとしての高度なセキュリティＱｏＳ等を活用したサービス

＋

アプリケーション
サービスプラットフォーム
多様なアプリケーションプロトコル
認証、課金、決済、顧客管理等
＋
＜ＩＳＰと同等のサービス管理基盤＞
によるサービス

インターネットサービス（※２）

ＩＳＰ
ＮＧＮ機能の活用により
インターネットをより便利で安心・安全な社会基盤として発展・拡大させて行く役割を担う
（※１） 多様なアプリケーションサービス を 端末・ＡＰＬ間のＥｎｄ２Ｅｎｄ機能で実現
（※２） 多様なアプリケーションサービス を 端末・ＡＰＬ間のＥｎｄ２Ｅｎｄ機能 と ＮＧＮのセッション制御機能等 を連動させて実現

４．２．３．９

ＮＧＮ実現に向けたキャリアの取り組み
（ＮＴＴｇと米国の主要事業者）

図表 4.2.3-8 に
ＮＴＴｇ中期経営戦略／次世代ネットワークの構造とロードマップ
米国での主要事業者の垂直的買収・合併の動き
を、図表 4.2.3-9 に
ＢＴ「２１ＣＮ計画」
を紹介する。
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図表 4.2.3-8 ＮＴＴｇ中期経営戦略／次世代ネットワークの構造とロードマップ
米国での主要事業者の垂直的買収・合併の動き
■ＮＴＴｇ中期経営戦略／次世代ネットワークの構造と
ロードマップ
次世代ネットワークのレイヤ構造

各レイヤの特徴

アプリケーションマネージメント

・グループ内外の様々なサービスプレーヤー
による独自サービス展開を担保

サービス制御
コアネットワーク
アクセス

■米国での主要事業者の垂直的買収・合併の動き
●米国でのベル系地域電話会社による長距離通信大手の買収
●電話／携帯電話／インターネット／ビデオのＱｕａｄｒｕｐｌｅ Playの展開

■米国においては、地域会社が移動体会社、長距離会社を傘下におさめ、
垂直統合的に事業を再編成。

・各種サービスに対応したダイナミックなネット
ワーク制御を実現
・様々なレベルのＥｎｄ-to-Ｅｎｄの品質、
セキュリティを確保した通信を実現
・多様なアクセスへの対応

ベライゾングループ

ＡＴ＆Ｔグループ

（ベライゾン）

（ＳＢＣ 提供予定）
シンギュラーワイヤレス
（60%出資）

ベライゾンワイヤレス（55%出資）
※残り45%はVodafone
垂直統合

（ＳＢＣインターネット
サービシーズ）

（ベライゾンオンライン）
（ベライゾン
ＭＣＩ
ロングディ
2006.1買収
スタンス）

（ＳＢＣ
ＡＴ＆Ｔ
サービシーズ）2005.11買収

（ベライゾン）
州毎に事業会社

（ＳＢＣ）
州毎に事業会社

◎長距離事業者の低落⇒インターネットの普及で市内と長距離区分が困難
◎地域会社の長距離通信市への参入⇒革新的なサービス、合併による
コスト低減、長距離事業者の救済、グローバル事業者としての生き残り
◎市内／長距離通信／携帯電話／ｘＤＳＬ／＋ＴＶ事業の一体経営
◎トリプルプレーでのフランチャイズ権問題の解消の動き⇒テキサス州
◎トリプルプレーの中身⇒３つのサービスのバンドル・ワンストップサービス
だけでなくプラットフォームと端末一体サービスを狙う
◎「ＡＲＰＵの引上げ」と「顧客囲い込み」⇒単価高い携帯電話とビデオ収入

機能・仕様のオープン化への取組
総務省事業政策課、ＴＣＡ、テレサ協、ＪＡＩＰＡ、および、ＣＡＴＶ連盟の
４団体による、『ＮＧＮ事業者連絡会』が発足。

出典：ＮＴＴｇ中期経営戦略報道発表関連資料を参照
図表 4.2.3-9 ＢＴ「２１ＣＮ計画」
■ＢＴ 「２１ＣＮ（Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｎｅｔｗｏｒｋ）計画」
＜要点＞
１．２１ＣＮの目的（利用者利便の拡大）
利用者に対して、これまでになく幅広い選択権、選択肢、柔軟性を提供し、何処からでも、どのデバイスを使っても通信が行なえるようにする。
２．アーキテクチャー（ＦＭＣを実現するＩＭＳの採用）
携帯網が持っている利用者の位置（プレゼンス）情報機能をＩＰ網上で可能とするプラットフォーム機能としてＩＭＳ（IP Multimedia subsystem）を採用し、
FMCを実現する。
３．マイルストーン
２００９年 ＩＰ網による音声通話サービスを顧客の大半に提供（ＰＳＴＮのＩＰ網への巻取り）。
４．共通機能（２１CN Common capabilities)
<Authentication><Presence and Location><Secure Connections><Storage><Customer Portal><Home and Office Hub><Directory And
Profile><Application Driven QoS><Content Repurposing><Application Environments><Digital Rights Management><Individual Customer Care>
５．２１ＣＮのサービス例
①Home Networking・・・通信速度、ＰＣ間のデータ交換、無線利用、セキュリティを確保
②BT Rich Media・・・ディジタル音楽、ビデオ等の様々なコンテンツを保存、収集、管理、パッケージ化、販売、配信する機能を持つ「ディジタル・
メディア・プラットフォーム」。全てのコンテンツにディジタル著作権管理ソフトを組込み、他社を介することなくコンテンツプロバイダ
と消費者の合法的なファイル共有を可能にする。
③ＢＴコミュニケータ・・・ＢＴがＹａｈｏｏ！との提携により開発したサービス。家庭でのＰＣ通信に以下の機能を全て組み込む。
<Instant Messenger><Video Chat><VoIP><Click2Call><Internet Call Waiting><SMS><Personal Address Bock><Calendar><Directory enquiries><Voicemail>
６．ＢＴ Ｆｕｓｉｏｎ (21CNによって提供されるＦＭＣサービスの中の目玉）
Ｏｎｅ Ｎｕｍｂｅｒで最適なネットワーク選択が行なわれ、フルのモバイル通信、均一な通信品質、ハイエンドな端末からの利用、カスタマ・ケアの窓口
一本化等を提供。 「ＢＴ Ｆｕｓｉｏｎ－In the Home」、「ＢＴ Ｆｕｓｉｏｎ for Enterprise－the large Office」のサービスを 提供。
７．ＢＴ Ｆｕｓｉｏｎ－Ｐｒｏｄｕｃｔ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ （ＭＶＮＯ）
ボーダフォンＵＫと提携し、ＭＶＮＯにて「ＢＴ Ｆｕｓｉｏｎ」を提供。
８．ＢＴのＦＭＣ実現ビジョン（７項目）
＜Ｏｎｅ Ｄｅｖｉｃｅ＞＜Ｏｎｅ Ｎｕｍｂｅｒ＞＜Ｏｎｅ Ｓｅｃｕｒｅ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ＞＜Ｏｎｅ ＭｅｓｓａｇｅＢｏｘ＞＜Ｏｎｅ Ａｄｄｒｅｓｓ Ｂｏｏｋ＞＜Ｏｎｅ Ｐｏｉｎｔ ｏｆ
Ｃｏｎｔａｃｔ＞＜Ｏｎｅ Ｂｉｌｌ＞
⇒Ｕｓｉｎｇ Ｏｎｅ Ｃｏｎｖｅｒｇｅｄ Ｎｅｔｗｏｒｋ
９．ＢＴのＯｎｅ Ｃｏｎｖｅｒｇｅｄ Ｎｅｔｗｏｒｋ－ＢＴ ２１ＣＮ
下記４つのネットワークの融合をＳＩＰベースのＩＭＳプラットフォーム上で実現。
・Ｍｏｂｉｌｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ ・・・ ＧＭＳ／ＧＰＲＳ ＆ ３Ｇ
・Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ ・・・ ＬＡＮ ＆ ＷｉＦｉ
・Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ａｃｃｅｓｓ ・・・ ＷｉＦｉ ＆ ＷｉＭＡＸ
・Ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ Ｂｒｏａｄｂａｎｄ Ａｃｃｅｓｓ ・・・ ＤＳＬ ＆ Ｃａｂｌｅ
・ＰＳＴＮ
また、ユーザには
＜Ｓｉｎｇｌｅ Ａｃｃｏｕｎｔ＞＜Ｓｉｎｇｌｅ Ｕｓｅｒ Ｐｒｏｆｉｌｅ＞＜Ｓｉｎｇｌｅ Ｌｏｇｉｎ＞＜Ｐｒｅｓｅｎｃｅ＞＜Ｓｉｎｇｌｅ Ｖｏｉｃｅｍａｉｌ＞を提供する。

出典：（財）国際通信経済研究所

2005 11
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「海外電気通信」

他

参照

４．２．３．１０

ＩＴＵ－ＴにおけるＮＧＮ標準化の取り組み（１）

図表 4.2.3-10 にＩＴＵ－ＴにおけるＮＧＮ標準化の取り組み・・・ＮＧＮアーキテクチ
ャを示す。

図表 4.2.3-10 ＩＴＵ－ＴにおけるＮＧＮ標準化の取り組み・・・ＮＧＮアーキテクチャ
Rf/Ro

ﾃﾞｰﾀ

Charging
Functions

Ut

AS-FE
Sh
Dh
SUP-FE
SAA-FE

ISC/Ma

SL-FE

Dx

Cx

Network
Attachement
Control
Function

NSIW-FE

Ib
Mw

Mx
Mi

BGCF

Mr

e2

IBC-FE
Ic

I/S-CSCF
« Core IMS»

Mx

Mk

Rs

Mj
Mx

Mg

MRFC

MGCF

Ie

Mp

Mn

PSTN/ISDN

Rs

SG-FE

IP Networks

Mw

P-CSCF

Gm

Iw

Rf/Ro

Resource and Admission Control Function

MRP-FE

TMG-FE

UE

IP Transport (Access and Core)

IBG-FE

（図－２）

（図－１）

● （図－１）：ITU-T勧告Y.2012: Functional requirements and architecture of the NGN of Release 1
サービスストラタムの機能を、サービス利用者プロファイル機能を含む＜サービス制御機能＞と
＜アプリケーション支援機能およびサービス支援機能（ＡＳ）＞の２つに定義している。
● （図－２）：TU-T勧告Y.2021: IMS for Next Generation Network
ＡＳがサービス制御機能（ＩＭＳ）を利用する為のインタフェースとして、以下のインタフェースを規定している。
－I/S-CSCF機能とのインタフェース（ISC/Ma）
－サービス利用者プロファイル機能とのインタフェース（Sh）
－課金機能とのインタフェース（Rf/Ro）
《上位レイヤ事業者の基本的な要望》
これらインタフェースを通してアクセス可能な、認証、品質制御、セッション制御、課金制御などのサービス制御機能
を利用して「アプリケーション支援機能およびサービス支援機能」を構築することにより、ネットワークを持たない上位
レイヤ事業者でもユーザーに多様なサービスが提供可能になることを望んでいる。
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４．２．３．１１

ＩＴＵ－ＴにおけるＮＧＮ標準化の取り組み（２）

図表 4.2.3-11 にＩＴＵ－ＴにおけるＮＧＮ標準化の取り組み・・・アプリケーション・
サーバのインタフェースを示す。

図表 4.2.3-11 ＩＴＵ－ＴにおけるＮＧＮ標準化の取り組み
・・・アプリケーション・サーバのインタフェース

OSA（Open Service Access）
ｻｰﾋﾞｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発者がｵｰﾌﾟﾝな
標準ｲﾝﾀﾌｪｰｽ（API）を介してﾈｯﾄﾜｰｸ
機能を使用する事を可能にする為の
アーキテクチャである。

ＳＣＦ（Service Capability Feature）
OSAがｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝに提供する機能は、
SCF（Service Capability Feature）として
定義される。

OSA Parlay APIのサービス機構

４．２．３．１２

我が国のNGN事業者におけるＮＧＮアーキテクチャ

NGN のアーキテクチャを考えるときに、SCF（Service Capability Feature）は、OSA（Open
Service Access）がアプリケーションを提供する上で非常に重要である。
図表 4.2.3-12 は、テレコムサービス協会の会員企業が、NGN を利活用するに当たって、
NGN のアーキテクチャは一体どうなっているのか？・・・と云う観点から、国際標準化の
動きと、我が国の NGN 事業者の取組みの関係を理解するのが重要となり、2007 年 6 月ご
ろに、テレサ協会員の要望も含めてまとめて見たアーキテクチャ図であり、あくまでテレ

275

コムサービス協会が当時に描いた参考資料である。

図表 4.2.3-12 我が国のＮＧＮ事業者におけるＮＧＮアーキテクチャ

ＮＴＴのＮＧＮフィールドトライアル

ＫＤＤＩのＮＧＮ

この図を参照すると、NTT の NGN における SNI と、KDI の NGN における ANI の切り
口が微妙に異なる。標準化していく際のインターフェースの違いはどうなるのかといった
議論があり得ると考えている。

４．２．３．１３

ANIと現状のSNIについて

(端末-端末間のインタラクティブ通信の場合)
この図はテレコムサービス協会会員企業による ANI と SNI の違いの理解を示したもので
ある。
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図表 4.2.3-13

ANI と現状の SNI について(端末-端末間のインタラクティブ通信の場合)

ANI

標準化の過程ではあるが、Proxy型ではANI上のAPLが必要に
応じてセッションを制御し、メディア情報とは独立に動作すること
も検討されている

ＳＮＩ

SNI上にAPLサーバを想定し、APLサーバがセッション制御を行っ
た上でメディア情報もSNIを通過する

（NTT殿のNGNフィールド
トライアル版）

ANI （Proxy型で動作する場合）

NTT殿のNGNフィールドトライアル版SNI

APL
APL
APL
APL
APL
APL

APL
APL
APL
APL
APL
APL

ANI
UNI

端
端
端
端
末
末
末
末

UNI

App/Svc Support Functions
ISC
Service Control Functions

トランスポートストラタム
トランスポートストラタム

App/Svc Support Functions

Cプレーン

Cプレーン
(セッション制御)

端
端
端
端
末
末
末
末

Uプレーン

※ ただし、ANIの標準化は確定しておらず、ANIを実現している
キャリアもまだ存在していないため、上記は想定

Service Control Functions

トランスポートストラタム
トランスポートストラタム

(メディア情報)

・APLとセッション制御、メディア情報を分離可能
→ 端末間が1sessionとなるため、網側だけでendto-endの通信品質の保証が可能

４．２．３．１４

SNI

(セッション制御)

Uプレーン
(メディア情報)

・セッション制御、メディア情報とも常にAPL経由
→ APLとセッション制御が一体で動作するため、管理
しやすく、制御が簡単になる
→ APLサーバの負荷が増大する可能性があり、APL側
でもend-to-endの通信品質をケアする必要がある

“ＮＧＮ利活用の意義”と“実現したい世界”

ＩＰ化社会での社会基盤と期待されている NGN ついては、インターネットの発展過程
と同様に市場のオープン性から生まれる技術・サービス・ビジネス全般にいたる様々なア
イディアを、常に競争を通して反映させていく仕組みが極めて重要であり、ISP を含むテ
レサ協会員企業を始めとする様々な上位レイヤ事業者が、多様なアプリケーションサービ
スを創造し、提供することによって、利用者の利便を拡大させるとともに、NGN 事業者（キ
ャリア）とも WinWin の関係を発展させていくべきと考えている。
そのための大事な取組、世界の NGN の構築に向けた動きとして、ITU-T 他の国際標準
化団体において、NGN の上位レイヤの利活用に関わる機能・インタフェースの標準化の作
業が進められている。
テレコムサービス協会としては、世界に先駆けてＮＧＮ商用サービスを開始する日本が
率先し、NGN の上位レイヤの標準化活動においても大いに貢献すべきであると考えている。
図表 4.2.3-14 は、ＮＴＴが次世代ＩＰネットワーク構想を発表され、まだ、ＮＧＮがど
の様なものかも分からない状況のなかで、2006 年当時にテレコムサービス協会会員のＮＧ
Ｎへの期待を描いた概念図である。
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今後の社会基盤と期待されるＮＧＮ上で、ＩＳＰ含めた色々なサービス事業者・網が存
在し、インターネットとの接続性も持ち合わせ、用途によりオープン性と閉域性を持つ多
様なアプリケーションサービスが登場し、利用者も多様な利用環境で、色々なサービスを
享受できる世界を描いたものである。

図表 4.2.3-14 ＮＧＮ利活用の意義と実現したいサービスイメージ

ＮＧＮ上で実現したいサービスイメージ

４．２．３．１５

新競争促進プログラム２０１０

総務省は、2006 年 9 月に、ブロードバンド化の進展、ＰＳＴＮ（回線交換網）か

ら IP 網への移行、ビジネスモデルの多様化等、IP 化の進展による市場環境の変化
を踏まえ、電気通信市場において一層の競争促進を図り、利用者利益の保護を図る
ため、2010 年代初頭までに公正競争ルールの整備等の観点から実施する施策につ
いて、
「新競争促進プログラム２０１０」を策定した。
１１項目の新競争促進プログラムには、指定電気通信設備制度（ドミナント規制）の見直
しの項目に、NTT 東西の次世代ネットワークにかかわる接続ルールの整備が含まれており
＜ＩＰ化の進展に対応した競争ルールの整備＞を適切に進めていく事が明記され

ており、ＮＧＮを利活用し、ＮＧＮをこれからの社会基盤として発展拡大させて行
くための我が国の重要な事業政策展開と期待されるものである。
図表 4.2.3-15 新競争促進プログラムの概要（主要施策） を紹介しておく。
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図表 4.2.3-15 新競争促進プログラムの概要

４．２．３．１６

NGNの利活用に関わる課題

NGN 事業者と非設備保有事業者が互いに競争と協調の関係にて連携し、ＮＧＮの機能を利活用
する為に求められるＮＧＮ機能のオープン化の視点を、図表 4.2.3-16 に NGN のオープン化の候
補点として示す。

上位レイヤ事業者が NGN の機能を利活用して様々なアプリケーションサービスを展開
するための、垂直的なレイヤ間でのオープン化のポイント／「V 系」、及び事業者間での相
互接続を実現するための、水平的なレイヤ間のオープン化ポイント／「H 系」に関する検
討が必要となる。
中でも、NGN 事業者と非設備保有事業者が WinWin の関係で NGN 機能を利活用するの
に最も重要な基本形として、V1 のオープン化に関する検討が必須であると考えている。
特に、V1 のオープン化は、ISP のサービスプラットフォームだけで使うのではなく、企
業がサービス制御機能の各種情報を利用することにより、企業独自のシステム構築を柔軟
に行うことが出来る様になるので、極めて重要であると考えている。
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図表 4.2.3-16 NGN のオープン化の候補点
ア プ リ ケ ー シ ョン

ANI
サ ー ビ ス ス トラタム
ア プ リ ケ ー シ ョン ／ サ ー ビ ス 支 援 機 能

V1

垂
直
統
合
型
サ
l
ビ
ス

サービス制御機能

ユーザ

トラン ス ポ ー トス トラタム

V2
転送制御機能

転送機能

V3

H3

H2

H1

コア転 送 機 能

他 事 業 者 の NGN

他事業者の既存網

他事業者の
既存網

アクセス転送機能

V4
ア ク セ ス 機 能 （加 入 者 の 収 容 ）

UNI

NNI

ISP が様々なサービスを展開する上で、V1 は必要であり、SDP の活用にかかわる重要な
部分である。H1 は NNI で定義されている部分であり、H2 は ISP 事業者等がトンネルで行
う部分である。以下に具体的な例を示す。

図表 4.2.3-17 ＮＧＮのオープン化によって実現するサービス・システム・事業構造例
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図表 4.2.3-17 で、右側は ISP のレイヤ構造であり、プラットフォームとアプリケーショ
ンが NGN の上に張りだしており、ＩＳＰ含めたインターネット・アプリケーションサー
ビス提供事業者がＮＧＮ上で閉域サービスとして展開できることを示したものである。
フィールドトライアルでは、H1 はトンネリングで ISP が接続できるＮＮＩ接続パターン
である。H2 はサービス制御を利用可能とする ISP 接続点であり、V1 は多様なアプリケー
ションやサービスサポート機能の提供を可能とする接続点である。こうした関係性が市場
の拡大をもたらすと考えており、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダ
協会が示したものである。

４．２．３．１７

SDP活用事例モデル

以下に、ＮＧＮの機能のオープン化によって実現される「ＳＤＰ活用事例モデル」を紹介
する。

（１）電話の例

図表 4.2.3-18 は、アプリケーション起動による２者間接続は、コミュニティサイト上な
どで、ユーザが指定した会員との間で電話接続するものであり、ユーザは通話相手の電話
番号を直接指定しなくても接続可能となる。

図表 4.2.3-18 ＳＤＰ利活用モデル例（アプリケーション起動による２者間接続）
①二者間(#A-#B)
の電話接続を依頼

センター

②#Aと#Bの両者
を呼び出し、接
続する

V1

NGN
UNI

UNI
#B

#A
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図表 4.2.3-19 は、センターへの着信を他の UNI に転送する仕組みでは、センターに着信
した呼に対して、その時点で着信可能な他の UNI へ呼を転送し、転送後は発信 UNI との
間で PtoP 接続をする例である。

図表 4.2.3-19 ＳＤＰ利活用モデル例（センターへの着信を他 UNI に転送）

② 他のUNIの状態を
問い合わせる

センター

③ UNIの状態の回答
④ 接続変更を依頼
① ｾﾝﾀｰへ着信

V1
⑤ #BのUNIとの間に
SIPセッションを設定

NGN
UNI

UNI
#B
#A

（２）グループウェアとの連動

図表 4.2.3-20 は、センター（グループウェア）に、#B が不在時の通信手段（他の電話へ
転送、ボイスメールへ転送、SMS 等）をあらかじめ登録しておく利用形態である。

図表 4.2.3-20 ＳＤＰ利活用モデル例（グループウェアとの連動）
② #Bが不在である
ことを通知

センター

③ ＃Cへの転送を指
示
① ＃Bへ着信

④＃Aと＃Cの間に
SIPセッションを設
定

V1

NGN
UNI

UNI
#B

#A
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#C

（３）センターからのセッション設定と帯域変更

図表 4.2.3-21 は、センターから UNI 間の帯域保証セッション設定を指示し、その後帯域
の変更も可能とする利用形態である。

図表 4.2.3-21 ＳＤＰ利活用モデル例（センターからのセッション設定と帯域変更）
① 帯 域 を指 定 して UNI間
(＃ A-#B)の SIPセ ッ
シ ョン 設 定 を依 頼

センター

③ ＃ A-#B間 の 帯 域 変
更 を依 頼

② #A-#B間 に 指
定 され た 帯 域 で
セ ッシ ョン を確 立

V1

④ ＃ A-#B間 の 帯 域 を
変更

NGN
UNI

UNI
#B

#A
※ な お 、現 在 の NGNフ ィー ル ドトラ イ ア ル で は 、TCPトラ ヒックに 対 す る 最 優 先 、高 優 先 の
帯 域 制 御 は 提 供 さ れ て い な い 。こ れ が で きる こ と も 必 要 。

（４）多地点間テレビ会議

図表 4.2.3-22 は、端末＃A から会議管理サーバ（AS)へ会議作成を依頼すると、AS より
NGN に対してマルチキャストグループ作成をリクエストする。NGN 内部にてグループ作
成、QoS 設定することにより各端末の参加を許可とする。
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図表 4.2.3-22 ＳＤＰ利活用モデル例（多地点間テレビ会議）

センター

④ 拠点端末（#A,B,C)
に接続OK通知、会
議に参加
① 会議管理サーバ（AS)
にアクセスして、会議
グループを選択、依頼

② 選択した拠点のマル
チキャストGrの作成を
依頼（QoS含む）

会議管理サーバ

③ NGNにてGr拠点の端
末の参加を許可、AS
に通知

V1

NGN
ﾏﾙﾁｷｬｽﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ

UNI

UNI

#B #C

#A

（５）コンテンツ課金

図表 4.2.3-23 は、コンテンツ課金業者が、コンテンツ提供者の提供するコンテンツへの
アクセスに係る料金を利用者の契約先（NGN 通信事業者）から代行徴収する利用形態であ
る。

図表 4.2.3-23 ＳＤＰ利活用モデル例（コンテンツ課金）
② NGNの課金ｼｽﾃ
ﾑに利用料のｸﾚ
ｼﾞｯﾄを要求

センター

③ ｸﾚｼﾞｯﾄOKの通知
④ ｻｰﾋﾞｽ開始を要
請

① ｾﾝﾀｰへ着信

V1

NGN
UNI

UNI
ｺﾝﾃﾝﾂｻｰﾊﾞｰ
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⑤ ｺﾝﾃﾝﾂｻｰﾊﾞｰと
の間にSIPセッショ
ンを設定

（６）中小企業のためのイエローページ

図表 4.2.3-24 は、Google がカリフォルニアでアンテナをたててプレゼンスサービスを行
っているものと同じようなサービスが可能となる。

図表 4.2.3-24 ＳＤＰ利活用モデル例（中小企業のための Yello page）
3
依頼者の位置を確認し、30分
で到着可能なことを通知。
1
水道管が破裂した
ので修理工に修理
を依頼したい。

5

2

受付の確認と到着
予定を通知(2)

電話 (1) でインターネットにア
クセスし、Business Finder
を用いて最寄りの修理店を見
つけ、サービス提供の可能性
を問い合わせ

4
修理の依頼(2)
(1)

PDA, PC 又は TVでもアクセス可能

(2)

電子メールまたはSMS

（７）映像視聴機器のプレゼンス自動識別による映像配信

図表 4.2.3-25 は、センター側で映像視聴機器の状態を自動識別して、端末の種類に応じ
た映像配信を行う利用形態である。

図表 4.2.3-25 ＳＤＰ利活用モデル例（映像視聴機器のプレゼンス自動識別による映像配信）
センター

回線・ﾕｰｻﾞ認証／ﾌﾟﾚｾﾞﾝｽ管理ｻｰﾊﾞ
配信ｻｰﾊﾞ

②ＭＰＥＧに変換した
映像を配信
① ハイビジョン画質
の映像配信

Ｖ１
③携帯サイズの
映像を配信

NGN
UNI

#A

UNI
私はPCです
光接続で
高画質で
観られます

私は携帯です
下り帯域は2M
くらいです。

#C

#B

私はTV電話です、
MPEGなら再生できます
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４．２．３．１８

NGN利活用のためのオープン化インタフェース

以上、紹介した NGN を利活用して行くに当たってのオープン化について図にまとめる
と以下の様になる。

図表 4.2.3-26 ＮＧＮ利活用のためのオープン化インタフェース（まとめ）
①
APL

②

③

④

APL

APL

APL

APL

SDP

SDP

SDP
ANI
(Webサービス)

SNI′

SDP

SDP

（Ｖ１相当）

SNI

NNI
IMS

ＩＭＳ
サービスストラタム

サービスストラタム

端末

トランスポートストラタム

UNI

トランスポートストラタム
上位レイヤー事業者

NGN事業者

制御インタフェース（Ｃプレーン）
メディア情報（Ｕプレーン）

①現状の NTT フィールドトライアルにおける構成
・SNI 上に APL サーバを想定し、APL サーバがセッション制御を行った上でメディア情
報も SNI を通過する。
②SDP まで NGN 事業者が構築し、その上位に ANI が提供された場合の構成
・NGN 事業者が提供する ANI（Web サービス）を介してサードパーティが APL および
SDP を構築する（NGN 事業者が構築する SDP は汎用的なものとなることが考えられ
るため、顧客ごとのカスタマイズのために ANI の上位にも SDP を構築する可能性を
想定している）。
③現状の SNI に機能追加され、V1 相当のインターフェースが提供された場合の構成
・現状の SNI に対してプロキシ機能などを拡張したインタフェース（SNI’）を介して、
その上位にサードパーティが SDP を構築する。
・SNI’のインターフェースは、NGN 事業者が SDP を構築する場合と同一の条件。
・APL との間で、セッション制御とメディア情報を分離可能なプロキシ型で動作する。
④NNI 接続により、上位レイヤ事業者が独自に SDP を構築する場合の構成
・NNI で通信するため、IMS も独自に構築する必要がある。
（規模は小さくてもよいが、
APL でメディアを終端する場合には、トランスポート・ストラタム相当の通信インフ
ラも必要となる）。
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４．２．３．１９

NGNの利活用に関するISPとしての要望事項

（１）プラットフォーム市場への参入を可能とする垂直的・水平的な接続ルール（要望）
後、発展が期待されるプラットフォーム市場の競争を促進するには、これまで以上に機能
面に着目すると共に、設備を保有しない電気通信事業者でも公正な条件でプラットフォー
ム市場への参入を可能とする垂直的および水平的な接続（図の①～③）に関する接続ルー
ルの整備を要望する。

図表 4.2.3-27 プラットフォーム市場への参入を可能とする垂直的・水平的な接続ルール（要望）
アプリケーション

サービス制御機能の
利用に関わる水平的
な接続

ANI
上位レイヤ事業者

転送機能の利用に関
わる垂直的な接続

②

SNI
サービス制御機能の
利用に関わる垂直的
な接続

アプリケーション・
サービス支援機能

①
他のNGN
事業者

サービス制御機能

③
転送機能

UNI

NGN事業者
NNI
転送制御機能

アクセス網

(水平的な接続)

コア網

（２）プラットフォーム機能の垂直方向のアンバンドル化（要望）

インターネット環境では、各 ISP/ASP ごとに認証、課金などのサービスプラッフォーム
機能を持ち、多様なサービス競争が展開されている。
社会基盤となる NGN を活用し、サービス・事業を発展・拡大させて行くためには、サ
ービスプラットフォーム機能が NGN 事業者の独占となることを避け、当該プラットフォ
ーム機能の垂直方向のアンバンドル化を接続ルールに反映することが重要であることを
図表 4.2.3-28 に示す。
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図表 4.2.3-28 プラットフォーム機能の垂直方向の
ISP/ASP

ISP/ASP

コンテンツ
/サービス

コンテンツ
/サービス

認証
課金

認証
課金

サービス
プラットフォーム
機能

アンバンドル化（要望）
ISP/ASP

ISP/ASP

コンテンツ
/サービス

コンテンツ
/サービス

コンテンツ
/サービス

認証
課金

認証
課金

認証
課金

垂直方向のアンバンドル化

転送機能

NGN

インターネット

社会基盤として、このような構造の実現が重要

（３）サービス制御機能の垂直方向のアンバンドル化（要望）

設備非保有事業者が、設備保有事業者の提供するサービス制御機能（回線認証、品質制
御、セッション制御、課金制御等）を利用して、設備保有事業者との競争の下に新しいア
プリケーション支援機能を、利用者のニーズに応じかつタイムリーな提供が可能になるよ
う、サービス制御機（機能別）のアンバンドル化を図表 4.2.3-29 にて要望する。

図表 4.2.3-29 サービス制御機能の垂直方向のアンバンドル化（要望）
望ましい接続ルール
アプリケーション支援機能

接続

利用部門・
関連会社

サービス制御機能
オプション機能
ﾌﾟﾚｾﾞﾝｽ

位置

端末ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ

基本機能（認証、ｾｯｼｮﾝ制御等）

転送機能
メディア通信

管理部門

１．サービス制御機能の利用に係る利用部門または
関連会社との同等性の確保
２．サービス制御機能の自由な組み合せの実現
① 基本機能（認証、ｾｯｼｮﾝ制御、品質制御、
ﾌｨﾙﾀｰ機能、加入者ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ情報等）の一括利
用
② オプション機能（ﾌﾟﾚｾﾞﾝｽ情報、位置情報、端末
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ情報等）の選択的利用
３．ITU-Tや標準化フォーラム等の標準に準拠した技術
インタフェースの採用
４．卸電気通信役務による転送機能の提供（卸約款の
公表）
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（４）サービス制御機能の水平方向のアンバンドル化（要望）

移動通信網のマルチキャリア化が進展する中で、利用者が複数の事業者の中から時間・
場所・アプリケーションに応じて最適なサービスを選択できる様なサービスの提供が FMC
普及の重要な課題と認識しており、この様なサービスの実現において、設備保有事業者ま
たは設備非保有事業者の加入者に関わらず、移動先の網の転送機能およびサービス制御機
能を利用するときの接続ルール（接続条件、接続料等）の整備を図表 4.2.3-30 にて要望す
る。

図表 4.2.3-30 サービス制御機能の水平方向のアンバンドル化（要望）
アプリケーション

アプリケーション

固定網の事業者（FNO）

移動網の事業者（MNO）

仮想網の事業者（VNO）

アプリケーション支援機能

サービス制御機能

アプリケーション

アプリケーション支援機能

接続

サービス制御機能

アプリケーション支援機能

接続

サービス制御機能

加入者
情報

仮想網
セッション（ﾒﾃﾞｨｱ情報）

転送機能

加入者

移動

転送機能

移動

（５）転送機能の垂直方向のアンバンドル化（要望）

設備非保有事業者が、設備保有事業者の提供する転送機能を利用して設備保有事業者と
の競争の下に、コンテンツ配布サービス、放送サービス、法人向けデータ通信サービス等
の新しいプラットフォームサービスを、利用者のニーズに応じかつタイムリーな提供が可
能になる様、転送機能（品質クラス別）のアンバンドル化を図表 4.2.3-31 にて要望する。

289

図表 4.2.3-31 転送機能の垂直方向のアンバンドル化（要望）
サービス制御機能

望ましい接続ルール

利用部門

法人向け
ﾃﾞｰﾀ通信

IPTV

IP電話

接続

転送機能
管理部門

メディア通信

１．転送機能の管理部門と利用部門を設定し、
転送機能の利用に係る利用部門との同等性
を確保
２．品質クラス別のメディア通信利用料の公表

（６）サービス形態（要望）

垂直的な接続に関わるサービス提供形態として、設備非保有事業者と設備保有事業者が
それぞれ自社のサービスとして提供する形態と、設備非保有事業者が設備保有事業者の
提供する卸電気通信役務を活用して自社のサービスとして提供する形態の実現を、図表
4.2.3-32 にて、要望する。

図表 4.2.3-32 サービス形態（要望）
サービス制御
機能の利用部門

• サービス制御
機能の管理
部門
• 転送機能の
利用部門

転送機能の
管理部門

アプリケーション支援機能

サービス提供形態に関わる要望

サービス制御機能
オプション機能
ﾌﾟﾚｾﾞﾝｽ

位置

端末ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ

基本機能（認証、ｾｯｼｮﾝ制御等）

１．事業者間接続または卸電気通信役務の選択的な
利用
２．卸電気通信役務に係る契約約款の公表

転送機能
メディア通信
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４．３

NGNとインターネットサービスが作る事業構造
（インターネットの産業構造をどう定義するか）

４．３．１

レイヤ間の付加価値の奪い合い

インターネットの産業構造をどうとらえるかについては、多様な議論がある。ネットワ
ークの狭義の市場をみると、ISP が 7,000 億円、放送が 4 兆円であり、このあたりが情報通
信における IP ベースの市場が取り込んでいくオーソドックスな市場であるといえる。今後
を考えると、コンテンツやサービスなどの市場が、情報ネットワーク産業に包含されてく
る動きをどうとらえるかという点が、ひとつの議論のベースである。それを考えるときに、
プラットフォームの上位に位置する人達が付加価値を奪っていくかもしれないという仮説
がある。そうなったときに、レイヤ間の付加価値の奪い合いが始まる。この状態の上に新
しいものが付加されるというよりは、付加価値を奪い合う方向に向かったときには、一部
の市場が外側に吸いとられていくことも考えられる。

下図の上に位置する情報産業の領域の人達が、どうかかわっていくのか。現在ユーザは
ISP 代、端末費用を負担しているが、今後サービスレイヤ市場が拡大していった際に、サ
ービス側に付加価値が移っていく。携帯電話市場で起きているとおり、端末の価格はトー
タルのサービスが提供できる中で、ユーザが購入できるレベルに設定されており、携帯電
話の付加価値そのものが見えなくなるということも起こりうる。いずれにしても、どの部
分かで付加価値を奪い合うということが起きる。
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図表 4.3.1-1 インターネット産業の定義と規模

４．３．２

別の産業との融合

情報ネットワーク産業は、どれくらいの範囲まで広がりをみせるのかという議論もある。
通信市場は 16 兆円の規模であるが、広告市場では、Google モデルが伸びていった際に、
広告が通信の付加価値を奪っていくこともあり得る。放送広告は現在２兆円の市場規模で
あるが、広告があらゆる通信の付加価値を奪っていくこともありうるかもしれない。広告・
SP の市場は 19 兆円であるが、これが一気に通信ネットワークの世界とオーバーラップす
ると、かなりの価値を奪っていく可能性もある。IP 再送信については、４兆円程度の市場
規模である。IP 再送信はひとつの市場ではあるが、それよりも広い世界にでていった方が
よいという議論もある。

コンテンツの市場はそれなりの規模がある。コンテンツがデジタルの世界に入っていっ
た際に、広告と相殺するようなモデルの中に吸収されていくのか、コンテンツ自身がユー
ザ課金を行って、価値を確保できる市場として情報通信ネットワーク産業の中に位置付け
られていくのかという点も議論のポイントである。
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図表 4.3.2-1 情報ネットワーク産業の領域概念と市場規模

出典：KDDI 総研

NGN では認証と決裁がひとつの付加価値となるが、決済市場は大きな規模を持っている。
現在は、細かい手数料を積み上げるというモデルが中心であるが、それが今後期待できる
市場として情報通信ネットワーク産業に取り込んでいく際に、一回の取引の額が小さい市
場で付加価値がとれるモデルがあるのかどうかという議論もある。
Electronic Commerce（EC）を中心として流通の分野も含まれてくるが、リアルな店舗も
通信ネットワークと融合していくモデルの中で、情報ネットワーク産業の市場に取り込ん
でいけるのかどうか。

もうひとつ大きな概念としては、医療、教育、公共サービスなどは、通信ネットワーク
によって産業が拡大する、あるいは現状からシフトできるのではないかと期待されている。
この市場を情報通信ネットワーク産業が取り込めるのか。その際に、通信サービス側が付
加価値をとることができるのかという点も議論になる。

NGN が想定している垂直統合モデルでは、信頼性とセキュリティ、あるいは垂直統合故
に実現できる SLA の定義の中で提供できるサービスレベルなどをまとめて、月額、あるい
は回当たりの付加価値を受領し、その中に一部が情報通信ネットワーク産業側に入ってく
るというモデルがあるかもしれない。
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従来から情報通信ネットワーク産業といわれていた部分が、より広がっていく、融合し
ていくということで、産業として伸びていくことは間違いないが、その中で誰が付加価値
をとるのかという問題は起こる。日本全体としては少子化の影響もあり、内需が爆発的に
拡大することは考えにくいが、既存の産業をデジタル化することで取り込んでいくという
方向がひとつの道筋である。その中に NGN も位置付けられているといえる。

４．３．３

市場の融合の中でサービス産業の知識産業化

市場が融合する中で、サービス産業をデジタル化することによって知識産業化し、付加
価値を上げていく方向性をどう見出していくかという点もひとつの視点である。
現在の EC
は、付加価値は提供しているが、自販機モデルと揶揄されるように、実際には商品を探し、
それを注文するという仕組みであり、受発注という価値が提供されているだけである。そ
の仕組みに知識モデルが含まれているわけではない。

一つの例をあげると、ヤマハの人気サービスである楽器や音楽をネットワークを通じて
教育していくビジネスでは、IT を取り込んでより付加価値を高めている。そもそもヤマハ
の音楽教室は、子供を対象として全国展開したモデルあるであるが、最近の少子高齢化に
対応するために、リアルな教室では高齢者を取り込んでいる。一方時間のない人、あるい
は近くにリアルな教室がない人達を対象として、遠隔でトレーニングをしていくモデルは、
ヤマハがこれまでに培ってきたナレッジを、デジタルの世界に適用することで付加価値の
高いサービスを提供しているものである。人と場所を数多く用意するというサービス産業
のモデルから、ネットワーク上にその価値を知識産業化していくモデルをより増やしてい
くことで付加価値の高いサービスを提供していると言える。
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図表 4.3.3-1 サービス産業の知識産業化の例（ヤマハ）

こうした状況を体系的に考えてみる。オンライン教育や遠隔医療など、媒体を介して生
活者に対して情報の付加価値を提供していくという方向がある。もうひとつは、決裁のス
キームが、小口のトランザクションで安く課金するということから、金融のスキームを拡
大していくことで付加価値を向上できないかという点である。

現在企業がポイントにみられるような企業通貨を発行することが増えている。特定の人
に対して、より自由に、ダイナミックに価格を設定する、あるいは割引を柔軟に提供して
いく。これまでの企業が提供してきた価格というものが、企業通貨がかかわることによっ
て高度な価値を提供していくことが可能になる。そうなると、価格を、時間、内容、相手
によって変えていくことが可能となる。この部分は、知識産業化する部分として企業が普
通に使えるノウハウになっていくと思われる。
リアルにおけるコミュニケーションのデジタル化については、リアルなお店の場と生活
者との間で、携帯電話などを利用したデジタルなコミュニケーションが増加していくとい
うイメージがある。サービス産業はリアルな店舗を有していることが非常に多いため、人
がサービスをしている、あるいはマニュアル化されていることをデバイスを介することで
提供していく。レジでの決済については、サービスはフェース・ツー・フェースで行われ
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るが、実際の注文や決済の部分はデジタル端末で行う。それによってリアルなオペレーシ
ョンのコストを下げ、付加価値を上げていく。店頭そのものを情報武装化していくという
ことが可能である。

人間のノウハウのデジタル化も重要である。ノウハウのデジタル化がベースにあって、
はじめて上で述べたようなサービスの提供が可能となる。カリキュラム、調理法、接客マ
ニュアル、治療法など、従来サービス業がノウハウとしていた部分をデジタル化できるか
どうかが、サービス産業が知識産業化できるかどうかにかかわってくる。人間のノウハウ
のデジタル化が可能になれば、市場は拡大する。これまでは、テレビカメラを導入し、カ
メラの先にいる高度なノウハウを有した職人、医者、弁護士などが対面で付加価値サービ
スを提供することは、出かけていく時間と空間を節約するだけの価値の提供であった。テ
レビ電話モデルは、あくまでも時間と場所の節約に過ぎない。より高い付加価値の提供に
は、優秀な人が必要であるが、その人のノウハウがデジタル化されてサービス産業の中に
どう組み込まれているかということが必要となる。情報を探す、ものを売るというネット
ワーク上のサービスは既に提供されているが、こうしたことが、産業としてもう一段価値
を高めるためにやるべきことであろう。

図表 4.3.3-2 サービス産業の知識産業化のイメージ

出典：D4DR
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４．３．４

コスト構造の変化の仮説

優秀な人材を大量に雇わずして提供できるスキームが、下に示した図の構造の特徴であ
る。これは、数少ない優秀な人材で対応するモデルである。それによって人件費は下がる。
デジタルの世界になるとマッチング精度が高まるので、自分の価値を誰かに知らしめるマ
ッチングコストは下がる。つまり、販促コストは少し下がることになる。在庫については、
効率化され、在庫費用はかなり圧縮される。通信コストは、従来は通信事業者だけに払う
ことで済んでいたのが、より多くのコストを支払うことになる。それは、垂直統合化され
たプレイヤーに支払うか、プラットフォーマーに支払うか、あるいは途中の ISP などのよ
うなアクセス系に支払うことになり、このコストは膨らむ方向にある。重要なのは付加価
値である。ユーザからとれる付加価値が上がらなければ、このモデルは意味がない。付加
価値を最大化することが、従来のモデルから新しいモデルに移行することのモチベーショ
ンである。

図表 4.3.4-1 コスト構造の変化に関する仮説

出典：D4DR

この図は理想型なので、付加価値が高まり、ユーザに対しては満足度の高いサービスを
提供することができる。これはあくまで仮定であるが、サービスとしてはこういう方向に
向かうことが望ましい。日本のサービス産業は、全体でみると雇用吸収の柱になっている
ので、デジタル化のコンバージェンシーが進んだときに、人件費が下がる、雇用が減る、
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あるいはアメリカでみられたような３次産業の従事する人の給与レベルが上がらないとい
ったことが起こると好ましくない。経営する立場からすると、人件費、販促コスト、在庫
のコストが下がることが最大のインセンティブである。こうしたモデルで付加価値を提供
できるからこそ NGN の意味があるということができる。

４．３．５

知識情報流通プラットフォーム

付加価値を高める中で、最大の価値をとることができる技術として、情報流通のマッチ
ングがある。Google を中心として、現在最もホットな部分である。ユーザが検索キーワー
ドを出すことで、その検索に最適な Web を探し出し、マッチングしたところに、検索結果
により近い広告を組み合わせるという仕組みが現在の Google の検索モデルである。

ユーザは探している言葉を入力するが、それは自分のコード情報に置き換わる。自分が
いる場所、時間、誰であるか、何をしているのか、何を求めているのかということが、デ
ジタル情報に置き換えられることで発信される。それに対して適切にマッチングされるべ
き情報がマッチングされ、それに対して、広告、価格、クーポン、販売情報などが付加さ
れる。

図表 4.3.5-1 知識情報流通プラットフォームのイメージ

出典：D4DR
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動画像をみるという行為も、現在は動画像を選んでみているが、このモデルで考えると
自分が欲しているコンテンツと提供されるコンテンツが適切にマッチングされて、それを
課金する行為以外に、広告やコマースを結びつけていくというモデルがある。これは、広
い意味で、多くのネット上のビジネスモデルが持っている構造である。店頭で目の前の商
品の詳細な情報を携帯電話で正確に得たいというニーズに対して、マッチングしている商
品について割引する、あるいは別の商品をアドバイスする、あるいは店舗に置いていない
のでネット上で購入して欲しいといった情報提供を行うこともできるかもしれない。これ
は、NGN にとってひとつのヒントになるかもしれない。

集合知については、上図は単体の行動を示したものであるが、多数の情報が蓄積される
ことで、集合値の固まりが形成される。集合値によってマッチングが変動していくことに
なる。一人一人の行動が蓄積されることで、それが大きな要素のひとつになり、マッチン
グプラットフォームが使う情報のひとつになる。こうしたプラットフォーム構造がより広
がることで、産業構造的には付加価値が付けやすくなるのではないかと思われる。

４．３．６

Googleのプラットフォーム構造

現在最も先進的なモデルのひとつといえる Google のプラットフォーム構造についてみ
ておく。Google は検索エンジンであるが、詳しく分析すると多層的なプラットフォームの
構造を有した会社である。基本的に、コンテンツを流通させる、特に Web を中心にプラッ
トフォームと広告をマッチングさせることでビジネスを成り立たせているが、コンテンツ
の流通を実現しているのは大規模なデータセンターである。その意味では、インフラのレ
イヤも Google なりのアプローチでプラットフォーム化している。最近のようにアンドロイ
ドといった OS 的レイヤにも参入していくことで、携帯電話、テレビ、カーナビなど放置
しておくと標準化が進まない世界に待ったをかけたいと考えている。Google としては、OS
の上のプラットフォームと下のプラットフォームを結びつけ、そこで無駄なコストあるい
はカスタマイズの発生しないものを用意する。ある意味では世界中の携帯電話会社が、ア
ンドロイドを採用してくれれば、Google としてはデバイスの差異を考える必要が無くなる。
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図表 4.3.6-1 グーグルのプラットフォーム構造

出典：D4DR

ただし、マッチングプラットフォームは、Google のコンテンツだけであれば良いが、他
のさまざまな媒体が N 対 N のプラットフォームにおけるサービスを始めているため、これ
までは広告主と Google のコンテンツのマッチングだけで良かった状況に変化が出てきて
いる。つまり、新聞など他のメディアのコンテンツのマッチングを始めたので、少し構造
的に異なってきているかもしれない。他のコンテンツとのマッチングが入ってくると、競
争政策的にその分を切り出して別会社にせよという話になるかもしれない。この部分以外
には、Google のモデルには違和感はない。

もうひとつ気になるのは、無線 LAN である。もともと Google は、サンフランシスコな
どで無線 LAN サービスの申請をしており、Google 自身でネットワークサービスを始めて
いた。いよいよ入札するということが発表され、データセンターのみならずアクセス網と
しても何かしら持つのか。Google として、これを全世界に広げていくのは困難であるが、
このことによって、同社がインフラにも興味を持っていることが判明した。

４．３．７

多様なプラットフォームモデル

前項のように、Google は、多層的なプラットフォームを持っている。しかし、知識流通
のマッチングが最大の価値であり、それを支えるための多層的なプラットフォームを構築
した。Google は、携帯電話の OS にまで手を出し、図書館データを含め、コンテンツを集
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め始めている。Google の思考の中には、こうした垂直統合的なモデルのものもある。プラ
ットフォームの価値を最大化するために、垂直統合モデルに走る人達が相変わらずいる中
で、あるレイヤだけのプラットフォームだけでは満足しない人達も多い。

例えば、日本の Yahoo だけを切り出すと、純粋なプラットフォームでビジネスを行って
いる。付加価値の取り方という意味では、アップルはハードウェアとプラットフォームを
連携させることで価値を生み出している。ネットワークとサービスプラットフォームの部
分で価値を生み出そうとしている点では、NGN にみえるかもしれない。どういうプラット
フォームを持つかということが、誰が付加価値をとることになるのかという点につながる。

医療の分野などでは、垂直統合をめざすことが多いので、それを実現するために NGN
の利用はあるかもしれない。どういう人達が NGN を使いたがるのか、あるいは NGN を使
うことによってどういう価値が提供できるのかという考え方の整理は必要である。

図表 4.3.7-1 多様なプラットフォームモデル

出典：D4DR
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４．３．８

NGNの４つの価値

NGN は４つの価値を有している。オーソドックスには、高信頼のネットワークであると
いうことで、B フレッツと NGN が提供されていた場合に、企業が NGN を選ぶのは、SLA
が高いからであるという点はあげられる。最大の価値は利用者認証である。NGN のネット
ワークが持つ認証と、サービスプラットフォームの認証をあわせることでより強力な認証
ができる。特定のユーザ ID を捕捉し、完全にトレース可能であるという点についても価
値はある。

図表 4.3.8-1 NGN の価値

出典：D4DR

端末の動作保証については、端末層から下の層をみたときに、プラットフォームとネッ
トワークを隠蔽した形で信頼を持って動作をしている。例えば、Apple の iPod がネットワ
ークにつながっていろいろな動作をする際に、間に介在するプレイヤーの差を吸収して、
Apple のブランドの元で、一定のサービスレベルと世界観を提供して欲しいと望んでいる
ユーザに対し保証をしたいのであれば NGN を使うかもしれない。

アクトビラについても、8MB のエンコーディングで地デジを超える品質を出すことがで
きるため、大画面でみれば現在の DVD よりも高品質であり、場合によっては現在の地デ
ジを超え BS デジタルハイビジョン並の高画質で視聴が可能であるということを売りにし
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ている。テレビのデバイスに紐付いたアクトビラは使われる可能性がある。そういう意味
では、デバイスがどういう価値を提供していきたいかということになる。

コンテンツプロバイダの流通保証については、NGN の中であまり話題にされていない。
コンテンツを流す側からみて、流通保証が欲しいかどうかである。ハリウッドの人達の契
約条項の中には、品質の再現保証が契約の前提であるということが含まれており、ハリウ
ッドが認める品質のもとでの流通でない限り、流したくないということになるかもしれな
い。ただ、現在のベストエフォート型のネットワークでも流通させているので、この点は
インセンティブとして少し弱いかもしれない。
i モードは、これら４つの点を売りにしてきたサービスである。i モードをスタートする
時点で、銀行に営業に行ったときに、ドコモがしっかり網を管理して、品質、コンテンツ
の制御もやるので安心して欲しいということで、銀行を説得した。端末についても、メー
カーとともに作ってきているものである。また、i モードはドコモの認証の元で動いてい
ており、課金も加わってプラットフォームビジネスをドコモ自身が展開した。高信頼のネ
ットワークをドコモ自身が作り上げたことになる。この４つの価値は i モードで実現され
ているので、NGN についても同様であると考えられる。

４．３．９

NGNにおける新しい価値モデル

（１）SLA保証型サービス

NGN は SLA のできるサービスである。QoS も含めサービスレベルを保証できるサービ
スであるということで、一定の事故率を上回った場合にはお金を返す、あるいは保険会社
との契約も別途可能であるという方式での契約が可能である。実際に保険会社が NGN を
利用している大手企業が損害を被ったときの保険を請け負ってくれるかどうかはわからな
いが。しかし、これを実現可能にするのが、これまでとは異なるところである。

ハリウッドが高画質を保証して、一定の品質で映画を配信可能であり、そうでなかった
場合には返金するといったサービスも可能である。クリティカルな企業・団体向けのサー
ビスとしては、ATM、セキュリティ、医療に使うといったことも考えられる。極論である
が、警察、自衛隊が使うということも考えられる。
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（２）ユーザIDを完全にトレースするモデル

これは、利用者認証をわかりやすく言い換えたものである。高度な認証に裏打ちされた
ユーザ ID を完全にトレースすることで、全ての行動情報を把握することが可能になると
いうことは、企業側からするとニーズが大きい分野である。ベストエフォートの世界では、
これができないことによるさまざまな問題が露呈している。裏返すと、これが実現可能な
サービスのニーズは高いといえる。

セキュアな管理だからこそ、ID 権限以外の動きを制限する VPN も可能であり、なによ
りも網の認証と、エンド・エンドのクライアントの認証でダブルに認証をした上で、ID が
付与されることが重要なポイントである。ID の信頼性とそれを使った権限の付与が可能と
なる。セキュアな管理であるからこそ、その ID で可能なことを増やしていくことも可能
である。

B to C の世界でみれば、リコメンドで行動情報を全て把握することが可能となる。現在、
ネット上のマーケティングではクッキーが使われているが、クッキーでないユーザの行動
情報が把握できて、その人向けのお薦め情報が提供できるようになる。

また、自分のプレゼンス情報を多様なレベルで網に開放する点は、位置情報を含めて、
自分がどこにいて何をしているかを、安心して網に開放することも考えられる。アプリケ
ーションレベルで、どう活用していくかについてはいろいろとあるが、ユーザも安心感を
持って個人情報を網に出していくことができるようになる。

ただ、NGN だからあなたの個人情報はセキュアであるという単純なことではなく、もう
一段信頼のおけるプラットフォーマー（通信会社とは別にクレジット会社や銀行など）を
介在させることもあるかもしれない。こうすることで、現在のインターネットにおける怖
さを開放することができる。網が見ているから安心して欲しいということであれば価値を
生むと思われる。

（３）多層的な認証の必要性

ネット上の ID をどう取り扱っていくかという議論がある。ネット上で存在する人が、
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実際に存在する人をリアルに認証でき、ネット上の資産や行動情報を契約に基づき通信事
業者やプラットフォーマーが何らかの担保をすることで、セカンドライフなどの仮想世界
では、認証が行われている前提で全てのことを可能にする。こういう多層的な認証構造も
作れる。

現在のように個人の情報が１対１で登録できていないと利用できないサービスであるか
らこそ、ユーザからすると個人情報保護の問題が起こる。ユーザとしては、本当の自分の
プライバシー情報を全て公開しないと、サービスが受けられない状況を回避したい。企業
側も個人情報を持つとリスクが増えるため、同様に回避したい。企業にとっては、その人
の氏名、住所、電話番号が欲しいわけではなく、その人の行動が捕捉できて、お金を取れ
ることが確約されることが重要である。現状、ネット上の謎の ID やメールアドレスでは、
本当にお金を払ってくれないかもしれないということで、企業はリアルの世界における個
人の ID を捕捉したいということになる。その人のネット上の ID とリアルの世界の紐付け
がしっかりとできて、かつその紐付いている ID がトレース可能で、NGN 上でコントロー
ル可能であるならば、企業はその ID だけでつきあえばよい。そうなると個人の名前まで
持つ必要はなくなる。ビジネス上は、NGN 上での ID さえあれば、企業は安心して全ての
取引を行うことができるという構造を作り上げられれば、ビジネス的にはよいことになる。
信頼度やトレース可能度がどこまでかという点はあるが、NGN の持つ特性としてこれが可
能であることを考えると、BtoC でも面白いかもしれない。ユーザ ID がトレースされるこ
とで、ユーザが楽しいということがあるという前提付きではあるが。

（４）コンテンツ流通を完全にトレースするモデル

コンテンツモデルを完全にトレースするモデルについては、高度な認証に裏打ちされた
コンテンツ流通のトレーサビリティを実現することで、自由なコンテンツ利用を促進する。
例えば、ニコニコ動画をよりプロフェッショナルな品質の高い動画として、自由に編集や
可能などを行って良いということも可能である。編集や加工も自由にやらせることができ
るのは、網の中でのコンテンツが完全にトレースできているからである。網から外に出そ
うとしたり、違法なことをしようとした場合には、制限が加えられるということを前提に、
コンテンツのトレーサビリティが実現できていれば、編集・加工を自由にさせるというこ
とが可能となる。コンテンツの質が高いことによる信頼度と、流通の完全なコントロール
が可能であるためにこれが実現できる。
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（５）端末価値サービス

これは、NGN にとっての必須度という点では中程度である。端末メーカーが端末の価値
を最大化するための各種ネットワークサービスを提供するにあたり，サービスレベルの維
持や障害の切りわけなどをメーカー主導で対応できることであれば、利用者への信頼を維
持しつつサービスを提供できるようになる。アクトビラというブランドの価値を保証する
ために、自分たちのテレビに NGN を接続すれば、完全なサービス保証ができる。あくま
で、アクトビラというブランドで、安心して欲しいということがいえるのであれば、こう
したことが実現可能である。

これは、各種の STB でも同じである。STB が提供するさまざまな価値は、STB メーカー
がサービスの信頼度を包含できるので、安心して使って欲しいといえる。その意味ではイ
ンターフォンなどもセキュリティ対応になり、来た人を確認できて、安心できるインター
フォンにすることができる。インターフォンをつないでいるネットワークの ISP がどこか
は心配する必要がない。

遠隔ロボットのように、ロボットとしてブランディングしていくときに、ネットワーク
が不備なためにトラブルが起きるのは、ロボットメーカーとしてはビジネス的に厳しい。
裏側に信頼できるネットワークがあれば、最終的な価値としてロボットが提供できるよう
になる。このように、デバイスそのものの価値を前面に出して追求したい場合には、NGN
というネットワークに対する期待はあるかもしれない。従来のベストエフォート型のネッ
トワークでは、ハードウェアの価値が裏側のネットワークの不備やベストエフォート型で
あるが故に障害が発生したりして、メーカーとして全面的な責任が負えない。その結果サ
ービスの質が落ちてしまうということに対する不満があるかもしれない。

この場合、メーカーとしては MVNO 事業者のような位置づけになるため、価値として
NGN は見せずに、契約から配線工事までロボット事業者、あるいはインターフォン事業者
がやるということもありうるかもしれない。その場合、ユーザは NGN を意識しない。
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４．３．１０

NGNの利用価値があるプレイヤー

NGN を利用するプレイヤーは多岐にわたるが、放送局は IP 再送信への期待がある。ユ
ーザも含めてメリットがどこまであるかという点を考えると、地デジが入らないエリアや
ローカル局が少ないエリアにとっては価値が高い。地デジが普通にみられるエリアなどで
価値を見出すのは難しい。

CP は、流通の価値を見出すことで NGN に対する期待があるかもしれないが、日本のブ
ロードバンド業界はすでに開放がそれなりに進んでしまっているため、あまり価値を感じ
てくれないかもしれない。

プラットフォーマーは、利用者の管理という点から、NGN によるユーザ ID の価値が高
まるため、ある部分では最も期待が持てる。NGN のプラットフォームでしっかり付加価値
をつくると市場が拡大していくと思われる。

端末メーカーもマストではないが上述のモデルを志向しないと難しいかもしれない。例
えば、ヤマハはハードウェアメーカーであり、ハードウェアメーカーが知識産業化してい
くことは好ましいことであり、デバイスも広がることを考えると、NGN に対する信頼感に
基づき網を広げていくと、牽引力に期待が持てるかもしれない。

企業のプライベートネットは、ほっておいても一定の市場はある。NTT は初期段階で、
この市場に力点を置くと思う。信頼の高い B フレッツで、安心して、低コストで企業網を
作っているところも多いので、移行する企業はあると思われる。セキュリティのためにシ
ンクライアントを利用し、VPN を使うというようなケースでは、二重の認証も可能である
ため、価値はあると思われる。

生活者については、ユーザ ID がしっかり管理されているが故に、安心して Web2.0 的な
コンテンツをアップしたり、YouTube のような動画をアップしたりするという点で、劇的
に改善するという点があまりない。ペアレンタルコントロールのような子供を持つ親のニ
ーズはあるかもしれないが、それ以外では主導的に動く市場ではない。
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図表 4.3.10-1 NGN 利用価値のあるプレイヤー

出典：D4DR
結論的にいえば、プラットフォームがきちんと出てこないとだめである点と、端末メー
カーには NGN の利用に対するニーズが思いの外あるのではないかと思われるという点が
あげられる。
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第５章

我が国のNGNがより豊かな産業を生み出すために

本調査報告では、主要な電気通信事業者、電子機器事業者、サービス事業者に NGN
とそれに対する期待、危惧などについて率直な意見交換を行い、また、欧米の関連事業者
の動向について、現地調査及び有識者による調査などを踏まえて認識を深めた。それらを
踏まえて、我が国の NGN がより豊かな産業を生み出すために電気通信事業者だけでなく、
それを利用してビジネスを行う電子機器事業者やサービス事業者など（以下、アプリケー
ション事業者と呼ぶ）がなすべき課題などについて、CIAJ の NGN 調査研究会の委員長の
個人的責任において提言を行うことで本調査報告における結論としたい。
なお、この提言を作成する前提となっているものは、２００７年１２月３１日までの
一般公開資料である。NGN については、現在もなお様々なレベルで事業のあり方が調整中
であることは承知しているが、本提言はそうした調整中の事柄について配慮できないこと
はご容赦願いたい。

５．１

進化するインターネット

まず、現在の www を中核とするインターネットの進化のプロセスについて考えること
にする。このインターネット環境は、NGN が登場する背景となっており、両者の相関関係
はアプリケーション事業者と顧客が NGN を利用する目的、方向などに決定的な影響を与
えると見込まれるためである。

５．１．１

経済社会の進化とインターネットの役割

日々の経済活動の中で、私たちは、実に多様な商品を選択し、消費している。この「選
択の幅」は、近年インターネットが普及する中で爆発的に拡大してきた。しかし、インタ
ーネットは商品そのものを多様化させたのではなく、
「選択の幅」を拡大させたに過ぎない
という見方もある。
一般的に、供給部門は、その収入を最大化するため、市場に対して効用が高く、価格
が高い商品を供給しようとする。需要といっても実に様々で、それに対応した様々な商品
を提供することが効用の最大化に繋がる。しかし、同時に生産規模の経済性の観点からは、
商品セグメントが過度に細分化されると、効用増の効果以上に費用、ひいては価格が高く
なり消費量が落ちる。このバランスがとても重要である。
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供給部門における重要なボトルネックは、まず、生産技術に関するものである。歴史
を通じて行われてきた技術革新や市場の融合はこれを確実に改善することで、実に多様な
商品を、需要部門が納得する程度の費用で作り出す力を実現した。
次に問題になる供給部門のボトルネックは、流通である。製品は、それに価値を見出
す需要に出会わなければ商品としての使命を全うしない。重さと大きさがある商品には、
それを動したり貯めておくために大きなコストがかかり、そのために市場は小さくセグメ
ントされていた。蒸気機関や自動車の発明といった輸送関連機器の技術開発や、郵便事業
の開始や宅急便システムの実用化といった事業面での発達は、これを大きく改善してきた。
流通の発達は、それまで需要量が小さすぎて採算ラインにのらなかった商品を、需要をよ
り広くまとめ上げることで事業化できるようにした。こうして社会の生産物の多様化は一
層進んだ。
最後に問題となる供給面のボトルネックは、需要家の認知である。需要家が製品を知
らなくては、需要に出会うということはできない。インターネットを含むメディア技術と
メディア産業の発展が、このボトルネックを解消する手段として考えられている。インタ
ーネット以前では、マスメディアがこうした需要家向けの情報供給を担ってきたが、マス
メディアは情報の少品種大量生産であり、現実に生産できる商品を網羅できるほどの情報
バリエーションがなく、また、供給される情報量と需要が認知したい情報とのマッチング
効率も低かった。
このボトルネックは前インターネット期においては、改善の目途がたたない問題領域
だった。

５．１．２

モジュール型デザイン

供給部門は、市場が拡大するにつれて分業を高度化させ、原材料から汎用部品、そし
て最終完成品にいたる階層化された構造をもつ商品群を生み出した。
原材料から最終完成品に至る階層構造は、
「低レイヤーの製品＋加工→高レイヤーの製
品」という単純な関係によって支配されている。多くの場合、その各段階は不可逆なもの
であり、より低位な方向への分解は想定されないブラックボックス的なものだったが、機
械産業の中では、しばしば（おそらくはメンテナンスのために）分解可能性を保持された。
こうして、商品は技術的な必然性に基づいて歴史的に作り出された「単位」を生み出した。
これが商品構造のレベルでいわゆるモジュール型構造を生み、それと表裏一体のモジュー
ル型産業構造を生み出した。これは単なる生産の効率化に留まらず、技術革新の効率化を
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生み出した。
こうしたモジュール型構造の典型例として、CPU やメモリがそれぞれモジュールとし
て供給され、それを基盤上に配置し一定のソフトウェアで統合することによって成り立つ
PC がしばしば上げられる。しかし、モジュール型構造というのは生産部門の分業の帰結と
して、非常に一般的なものであることは指摘しておきたい。
このようなモジュール化は生産部門においては早くから進展し、多様な汎用部品を生
み出したが、それはあくまで生産部門の事業者間の閉鎖的な市場に囲い込まれ、一般消費
者が購入できるのは原則として一般消費者向けと生産部門が性格付けた商品群に限定され
た。合羽橋道具街や秋葉原電気街などの例外を除けば、それらを一般消費者が購入できる
機会はほとんどなかった。
しかし、70 年代後半に入り、一般消費者の志向に変化が起きた。最終製品を使うだけ
でなく、むしろ部品から製品を作り上げることそのものに楽しみを見出す消費者の登場は
こうした中間商品への需要を顕在化させ、一般消費者向け流通機構を生み出した。DIY(Do
It Yourself)現象、ホームセンターブーム、76 年の東急ハンズの開店などはこうした一連の
変化を物語る。

５．１．３

インターネットとwwwの構造力

インターネットそのものの誕生はいうまでもなく 69 年の ARPANET の開発をさすが、
現代社会にとってのインターネットとは 95 年頃から始まった、GUI を備えたパソコンに
よる www サービス（及び、電子メールサービス）のことを指すといっても良いだろう。
この www の核である HTML の性格は、その後のインターネットの意味を大きく方向付け
た。
HTML を基礎として構築された web ページは、相互参照を基盤とした電子文書である。
インターネット上に配置された様々なコンテンツを参照することにより文書は構築され、
それらは全て他の web ページから参照されうる。言い換えれば、法律上の評価は別として、
インターネット上にアップロードされたあらゆるデータは、web ページに参照され、引用
される可能性があるということである。
一般的な産業についていえば、産業の構造、すなわち、あらゆる製品間の相互関係は、
「材料」と「製品」の組合せとして表現可能であり、それは供給部門の各事業者の中に、
しばしば製品カタログや仕入れ帖簿の形で、情報として保持されていた。また、高レイヤ
ーの事業者にとっての仕入れ対象は低レイヤーの事業者の製品であるはずなので、すべて

311

の要素製品を並べ立てるだけであれば、製品カタログで代替することも可能である。イン
ターネットが出現する中、あらゆる企業はこれをＰＲの空間として認識し、企業の製品情
報をアップロードした。
これらはアップロードした事業者の意に反し、インターネットという空間では意味性
を剥奪され、
単なる要素データ群へと還元された。これらは様々な web ページに引用され、
再構成されて全く新しく意味づけされていた。こうして新しい商品性の文脈がインターネ
ットの上で生まれることになった。
新製品は旧製品と比べられ、前の方がよかったと批判される。旧製品の流通在庫や中
古品が簡単に見つかり、製造者の意に反して、息の長い商品寿命を獲得する。機能の批判
は、部品の交換、追加による改善や、全く違ったジャンルの商品を流用した補強のアイデ
アを引き起こし、それに必要な部品はどこからともなく見つけられ、購入方法も公表され
る。もはや商品の意味づけ、つまり価値評価や説明は製品の製造元、或いはその代理たる
流通業者によって作り出されるカタログ、マスメディアの広告、あるいは店舗に於けるポ
ップや店員の説明などから、消費者に遷移し始めた。
この変化の中で、新しい流通のしくみとしてネットショップが生まれた。ネットショ
ップの特徴は、従来よりも圧倒的にコストパフォーマンスがよい顧客リーチ力によって、
従来では顕在化できなかった様々なニーズを顕在化し、ビジネスにできる点にある。すで
に指摘したように、70 年代からニッチな流通システムは拡大傾向を見せており、80 年代以
来の個人輸入の拡大などと相まって、新たな流通システムを生み出す素地は 90 年代にはす
でにあったことは、この動きを助長した。
こうして、産業に於ける供給部門を構造化していく力の方向が変わり始めた。

５．２

プラットフォーム

こうして供給部門が潜在的に持っていたモジュールという考え方は、産業調整メカニ
ズムの前面に躍り出た。しかしモジュール間の相互運用を調整することは簡単ではない。
そこで、このモジュール間相互運用を専門的に司るしくみが自然と生まれ出ることになる。
これがプラットフォームである。
プラットフォームとは、「（下から上を）支えるもの」というイメージから発したとて
も抽象的な表現だが、ここでは、情報的に遮断された多様なプレイヤーから成る二つの世
界を結びつける一つの機能、サービスであると定義する。現実のビジネスにおいては、単
に目的物と金銭を現場で交換するような単純な取引はむしろ例外で、決済方法や互いの連
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絡方法、納品方法など様々なことがらを相対で決めなくてはならないことが多い。共同事
業的なものになれば、両者の自由度が高まるだけに、決めごとの数はさらに増え、これは
調整のコストを大きくする。
プラットフォームに依存することで、n×n の調整過程は、n×1＋1×n の調整過程に転
換される。その意味では、プラットフォームの機能はいわゆる標準規格の機能と似通った
点があるが、それを積極的に普及させ、ダイナミックに調整し、進化させる機能がある点
で、静的な基準に過ぎない標準規格を超えるものである。インターネットと www は、HTML
をインタラクティブマルチメディア文書の記法として確立させ、それによって電子文書製
作者と電子文書閲覧ソフト開発者を効率よく結びつけたプラットフォーム（ビジネス）で
ある。
プラットフォームを支える力は、すでに述べた調整過程の効率化であり、それを含め
たネットワーク外部性にある。その具体的な形態は、ソフトウェアでも、サービスでもあ
りうるが、動的な調整という機能は人間（または人間の組織）の活動、すなわち一定の事
業となるため、しばしばプラットフォームビジネスと呼ばれる。ただ、インターネットを
プラットフォーム（ビジネス）と呼んだことでも分かるように、ビジネスといっても営利
性が必要なわけではなく、それが単に機械的システムでは代替できないということを指摘
しているに過ぎない。
プラットフォームというと、しばしば WindowsOS やインターネット、或いは iTunes
Store などが例として上げられるが、そういう意味では IT や ICT 分野に限った現象ではな
く、政府が維持する法システムの一部、例えば土地登記や戸籍の制度や、金融機関の仕事
などはプラットフォームの一部である。社会的蓄積が進み、経済の分業化や自由な事業活
動が進めば進むほど、こうした機能は重要になってくる。

５．２．１

web2.0 の構造力

こうしたプラットフォームを成長させるメカニズムの中で、特に注目されているのが
web2.0 というしくみである。web2.0 という言葉自体の定義には厳密なものはない。しかし、
web2.0 はユーザとコンテンツや商品とをマッチングする一種のマッチングシステムであ
り、利用者の行為データを基礎として意味的な最適化を動的に行うことで、ユーザーの数
や、そのサービスへの投入時間に規模の経済性が働き、利用者にとっての効用が増すよう
なサービスをいうことは共通のようだ。また、より先鋭的なシステムになると、ユーザ自
身がそのマッチング対象をプラットフォームへ投入させるよう設計されたものもある。例
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えば、膨大な動画コンテンツの中から選んで動画を見るサービスである Youtube の場合、
システム側がユーザに動画の「推薦」をするのだが、ユーザ数が増えるほどあるコンテン
ツを見た後どんなコンテンツを見たら良さそうかというデータの精度が増してより正しい
推薦ができるようになるし、またユーザが Youtube を使い込んでいればいるほど同じくデ
ータの確度が増し、推薦の的確さが増加する。また、原則としてマッチング対象の映像は
ユーザが Youtube に登録することになっており、この推薦の効率性を評価するユーザが増
えれば増えるほど投稿される映像の量も増加し、さらに Youtube を使うメリットを増進さ
せる。
web2.0 のメカニズムは、プラットフォームの成長＝ユーザの拡大と、利用データの蓄
積＝ユーザの利便向上を、互いに互いの外部性を活用しながら拡大させるという極めて洗
練されたシステムである。
他方、それは、web2.0 的メカニズムを活用して成長するプラットフォームビジネスが、
それ自体としては、一般ユーザからの分厚い直接収益を期待しにくいということも示唆し
ている。何故ならば、一般ユーザに直接明示的に課金を行うということが、このプラット
フォームへの一般ユーザの参加に大きなブレーキをかけ、成長を強く鈍化させることで、
多くの場合プラットフォームの育成は失敗するからである。
そこで、web2.0 型を典型として、こうしたプラットフォームは、直接的な一般顧客か
らの収入に頼らず、第三者からの収

図表 5.2.1-1 Google のビジネスモデル

益や一般顧客には分からない形の収
益を基盤としたビジネスモデルを構
築することが戦略として求められる
というのが、筆者の見解である。
代表的な web2.0 型、或いはその他
のプラットフォームといわれるもの
を 見 て も 、 例 え ば Google （ 図 表
5.2.1-1）や Youtube の場合は一般顧

図表 5.2.1-2 Amazon.com のビジネスモデル

客からは集金せず、広告モデルを主
たる収入源としている。また、
Amazon.com（図表 5.2.1-2）の場合は
書籍価格を通常の書店販売と同等又
は割安な価格に設定しつつ、ネット
ショップとしてコストを削減するこ
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とで、配送料をショップ負担としても利益を上げられるモデルを構築しているし、
WidowsOS の場合は、OS をプリインストールとして各メーカーの PC 価格に予め含ませる
ことで、顧客には OS を PC ベンダー経由で賦課している。いずれも、顧客には、特別な出
費をしているという実感を与えていない。

５．２．２

代表的なプラットフォームの形成過程

こうした視点から見れば、NGN、特に我が国のそれは単に電話サービスの IP 化を超
えて様々な情報通信サービスを提供するためのプラットフォームになることを目指してい
るといえる。そこで、NGN の設計や事業構造がプラットフォームとして適切であるかどう
かを、代表的なプラットフォームの形成過程と比較しつつ考えてみよう。

５．２．２．１

MS-DOS/WindowsOS

MS-WindowsOS は MS-DOS の後継 OS である GUI 型 OS であり、そのプラットフォー
ムとしての成功は、MS-DOS の地位を継承したに過ぎない。そこで、プラットフォームの
形成過程としては、MS-WindowsOS ではなく、MS-DOS の普及過程を見ていくべきだろう。
MS-DOS は 81 年に発表された IBM-PC の OS として開発された。当時の状況を見れば、
市場はいくつものアーキテクチャのハードウェアといくつもの OS に分断されており、新
参の IBM-PC と MS-DOS の組合せが市場でどれほど受け入れられるかは未知数であった。
コスト逓減のため、IBM は IBM-PC に特注部品を使わず作成し、マイクロソフトとも OS
の排他的契約を結ばなかった。
IBM-PC は当時の慣行に従い、回路図もシステム ROM も公開した。そこでコンパック
をはじめとした多くのコンピュータメーカーが IBM-PC の互換機を開発した。OS はマイク
ロソフトが互換機用に販売した MS-DOS を使用することができた。このため、IBM-PC ア
ーキテクチャと MS-DOS の組合せは市場のデファクトスタンダードの地位を占めるに至
った。
一度デファクトスタンダードの地位を確立すると、潜在的な需要規模に惹かれた多く
のアプリケーションソフト事業者が MS-DOS 用のアプリケーションを開発した。また、多
くのハードウェア用のデバイスドライバーが MS-DOS のために書かれた。こうした蓄積は
ハードウェアとしての IBM/AT 互換アーキテクチャと MS-DOS に束縛されるものであった。
しばらくして、DR-DOS のような互換 OS が登場するが、MS-WindowsOS への移行で互換
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OS は消滅した。
互換機ビジネスのためにせっかくの PC 事業を活用できなかった IBM はもはや
IBM-PC アーキテクチャを保守することはなかった。そこで、WindowsOS への移行から、
マイクロソフト自身が、インテル他の部品メーカと共同で、OS の動作保証スペックとし
てハードウェアの要求仕様を決定することになった。
ここで重要なことは４つ、指摘できる。まず、IBM が、結果的に、MS-DOS/WindowsOS
の前提となるハードウェア標準を無償で広めたこと。次に、MS-DOS の事業が IBM-PC の
事業に縛られる排他的契約関係になかったこと。マイクロソフトも、また、MS-DOS 上で
ソフトウェアを開発する事業者を束縛することはなかった。さらに、MS-DOS は PC ベン
ダーに供給され、プリインストール形式で販売されたため、一般消費者には多くの場合、
支出の自覚を与えずに済んだということがある。

５．２．２．２

インターネット

インターネットが一般消費者向けに紹介されはじめたのは、90 年代初頭のことである。
当時は 80 年代中葉に生まれた NIFTY-Serve や PC-VAN など PC 向けの通信サービス（パソ
コン通信）が支配的であったが、電子メールの通用範囲を拡大するため、積極的にインタ
ーネットへのサービス接続を開始した。93 年にウェブブラウザの標準となる Mosaic が開
発され、www サービスが軌道に乗ると、こうしたパソコン通信事業者はサービスメニュー
の一つとしてインターネットへの直接接続サービスを始めた。
Mosaic は GUI 環境向けに開発されたが、開発当初は一般向けパソコンで GUI が普及
しているのは Macintosh しかなく、市場の太宗を占める IBM-PC 互換機では使えなかった。
Windows95 の登場による GUI の爆発的な普及は、www と Mosaic、及びそれに続く web ブ
ラウザを一般ユーザに普及させた。これを背景に数多くのインターネットサービスプロバ
イダが生まれ、価格競争に苦しみながらも、多くのユーザを得ることになった。
www の成功は様々な企業やグループからの新しい技術提案を呼び起こし、w3c やその
他の国際機関の下で HTML を含む様々な技術が革新されるにつれ、その機能を向上させて
いった。cookie、CGI、Javascript、PHP、XML などの導入により、従来静的な挙動既述し
かできなかった HTML は一般的なプログラム言語に近い柔軟な処理ができるようになっ
た。その結果、そのほとんどが廃業するかインターネットサービスプロバイダとなって純
然たるパソコン通信サービスは姿を消した。また一部のアプリケーションソフトベンダー
も、パソコン向けソフト開発から www 上のサービスへと商品形態を移行した。
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2000 年前後に電話回線を流用した xDSL 技術によるブロードバンド化が進むと、料金
体系は従量制から月額定額制へと移行し、Yahoo!BB の参入（2001 年）による市場価格の
引き下げ、NTT やその他の電話会社による積極的なマーケティングも手伝い、インターネ
ットは准生活必需サービスとしての地位を得るに至っている。
ここでもいくつか重要な示唆がある。まず、インターネットそのものがネットワーク
外部性も手伝って極めて費用対効果のよいサービスであったこと。その分、サービスの確
実性に理論上の問題はあったが、アプリケーションソフトやサービスの側で対策を講じた
結果、情報の欠損が決定的な問題になるなどの事態は一般消費者の消費を抑制するほどに
は起きなかった。また、IP アドレス分配方法の問題などはあったが、インターネットへの
参加方法が比較的透明であった。次に、OS の利用がアプリケーションソフト開発に何ら
制約をもたらさないのと同様、インターネットはその上で動くサービスに事業上の制約を
何ら課していないこと。最後に、歴史的には紆余曲折があったものの、ブラウザソフトな
ど必要なソフトウェアツールの多くが無償で利用できるようになり、またインターネット
上の情報も多くが無料であったため、インターネットに接続してしまえばそれ以上の出費
は必要ないという認識を消費者に与えたこと。消費者の出費認識はそれほど大きなもので
はない。

５．２．２．３

iTunes Store

iTunes Store は、アップル社のソフトである iTunes の機能の一つである、インターネッ
トサービスである。2001 年にアップル社が携帯音楽プレーヤーiPod の初代モデルを発売す
るが、当時から iPod はパソコンを母艦として利用する子機的性格を与えられており、その
母艦機能を実現する iTunes ソフトはは当時から iPod の管理ソフトとしてバンドルされて
いた。iPod がこの市場で鮮やかなヒットをおさめると、パソコン市場では Windows と競合
する Macintosh を開発・販売していたアップル社は、iPod を Windows マシンに対応させ、
iTunes ソフトの Windows 版を開発、無償配布した。こうして、iPod は Macintosh にとどま
らず、ほぼ全てのパソコンユーザーに利用可能なデバイスとなった。
アップル社は 2003 年に iTunes ソフトの機能の一つとして、インターネット上のヴァ
ーチャル店舗から楽曲を購入できるサービスを開始する。これが iTunes Store（iTunes Music
Store：当時）で、アップル社は、CEO であるスティーブ・ジョブス自ら、この iPod の販
売実績を武器に、音楽業界の様々なプレイヤー、特に影響力の強いアーティストにアプロ
ーチしたと伝えられる。
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当時、音楽産業の中核をなすレコード会社は、世界的に年率 10％近い市場収縮に見舞
われていた。その原因はインターネットを介したファイル交換行為などの違法行為だとさ
れており、有償での楽曲販売サービスには悲観的な見方もないではなかった。事実、iTunes
Store の開始当初は参加を見送っていた大手レコード会社もあったが、販売実績が好調であ
ったため、その多くは態度を変え、現在では殆どのレコード会社が参加する、米国では市
場シェア７割を超え、日本でも最大手のネット音楽販売のプラットフォームとなった。
iTunes Store は、そもそも iTunes が iPod 管理ソフトであるという性格上、パソコンは
Macintosh、WindowsOS を選ばず使えるものの、携帯デバイスは iPod（及び、それと同等
機能を有するアップル製品）しか使えなかった。このため、独占的プラットフォームとし
ての地位を不当に濫用しているとして 2007 年にはフランス政府との間で激しい争いがあ
った。結局、同年、アップルは楽曲権利者の選択によって DRM のない楽曲の販売も開始
し、その限りにおいて、iPod と iTunes Store のバンドル関係は部分的に開放されることに
なった。
この事例が示唆することは多いが、三つの点について言及したい。まず、一つのプラ
ットフォームを形成する時に、そこに存在するビジネスチャンスへの期待が大きなモチベ
ーションとなるということである。
どれほど iTunes ソフトの出来がよかったとしても、iPod
の成功なくして、iTunes Store の成功はあり得なかった。次に、普及のためにビジネスモデ
ルの明確な調整を行った点である。すでに指摘したように、アップルは iPod というデバイ
ス事業と iTunes Store のサービス事業を連携したものとみなしているが、他方、iPod を同
社の主力商品である Macintosh とは連携させなかった。これはプラットフォームをどこに
設定させ、どのようなシナジーを形成させるのが事業として妥当かという判断を冷静に下
した結果だと考えられる。また、iTunes ソフトそのものも無償配布されており、iPod 管理
ソフトという側面がありつつも、使いやすい機能によって独立した音楽管理ソフトという
点も狙っている。最後に、収益手段の設計である。iTunes Store の楽曲販売価格は、パッケ
ージ商品の楽曲価格よりも格安に設定されていて、それ自体の割高感はあまり指摘されて
いない。アップル社は、配信価格を収益源とせず、あえて iPod の市場価格を管理し、値崩
れを防ぐことで、ここから利益を確保している。これも、消費者の支出実感を刺激せず、
収益を拡大する手法がとられている。

５．２．３

アライアンスゲーム

MS-DOS/WindowsOS、インターネット、iTunes Store の形成過程は、プラットフォーム
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が確立するまでには、それが単なる技術的、事業的なブレークスルーとして様々な事業者
に歓迎されるというだけでなく、プラットフォームが自然と普及していく「構図」を巧み
に形成することが必要であることを物語っている。この「構図」が生まれるためには、い
くつかのポイントがある。
第一は、関連事業者の事業行動をうまく導くことだ。例えば MS-DOS/WindowsOS の
場合には IBM-PC 互換機メーカーとマイクロソフト社のアライアンスがあって、初めて
MS-DOS は普及できた。インターネットの場合は、パソコン通信サービス事業者のインタ
ーネット接続サービスがきっかけになった。
第二は、他の「プラットフォーム」、すなわち用途の限定なく使えるモノやサービスを
うまく使うことだ。MS-DOS/WindowsOS の場合は IBM-PC が設定したハードウェア規格が
これにあたる。iTunes Store の場合は、まさに Windows パソコンがその役割を担った。PC
とアプリケーションソフトの関係は原則として断絶しており、アップルが Windows パソコ
ン上で自社ハードのためのソフトを開発、配布することは何ら問題がなかった。インター
ネットの場合、IP アドレスの割当さえ受ければ、技術的な仕様を満たしたサーバーは機械
的にインターネットに参加できることがこの役割を担った。
最近では、多くの場合「ライセンス」の手法を用いて相手の行為を制限する手法がと
られる。例えば、IBM は、現在の企業戦略であれば、組込ソフトの情報や一部チップの機
能は非公開情報として確保し、他社へ開放する場合はライセンス方式で収益配分を求める
ところである。
また、プラットフォームを形成しようとする事業者は、より下層の環境に対してプラ
ットフォームを対応させるコストを負担する。もし下層の環境がそのレイヤーのプラット
フォームによってある程度統合されていれば、このコストは最小限に押さえられる。イン
ターネットのシステムは中小型コンピュータが UNIX をプラットフォームとしていること
に支えられていたし、iTunes Store はパソコンが WindowsOS で事実上統一されていること
に支えられている。
第三は、やや第二の点と重複するが、競合社の妨害を受けない形で、そのプラットフ
ォームが最終顧客への有意なサービスを実現できる構造を確保することである。
MS-WindowsOS の場合はハードベンダーとアプリケーションベンダーの双方がマイクロソ
フトに敵対的行動をとらなかった。iTunes Store の場合、Windows Media を開発、普及させ
ようとしているマイクロソフトは競合社であるが、マイクロソフトは MS-WindowsOS にア
ップルの iTunes ソフトを拒絶する機能を盛り込むことは、不公正な競争としてできなくな
っていた。
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これら三つの「鍵」を満たして、初めてプラットフォームという事業戦略は実現可能
なものとなる。

５．２．４

プラットフォーム戦略の経済的合理性の低下

しかし、このような周到な戦略を必要とする、コストの高いプラットフォームではあ
るが、その予想利益率はあまり高いものではなくなっている。
そもそもプラットフォームビジネスが注目を浴びたきっかけは、それがネットワーク
外部性に基づくロックイン効果によって、極めて自身の交渉上の立場が強いビジネスを継
続的に維持でき、大きな収入と社会的影響力が見込まれるからであった。それをマイクロ
ソフトのビジネスモデルに見出したことが、90 年代末からのプラットフォーム（ビジネス）
ブームの一因であったように思われる。
すでに、如何なるプラットフォーム戦略も、その最終的な利益の大きさや利益配分の
メカニズムについては関係者に見通されてしまい、その利益配分が妥当なものだと理解さ
れるようになるまで、関係者の合意は成立しない。こうした環境の下では、成功したプラ
ットフォーム事業者が独占的に大きな利益を確保できるという構図は成立しにくい。それ
でもなお、プラットフォーム事業の成功を目指す事業者の参入は、様々なところで続いて
おり、相互の競争が、その潜在的な収益率をさらに減少させている。
例えば、iTunes Store から大きな利益を得ようと、アップルが音楽配信から得る手数料
水準を現在の CD ビジネスのパッケージ作成・流通部門の手数料よりも大きくしたら、何
が起きただろうか。音楽という商品を購入する消費者の視点からは、きれいなパッケージ
も何もない無体物の販売なので、せいぜい現在の CD の価格の数割減の水準しか回収はで
きない。そこに手数料がパッケージビジネスと同じであれば、関係事業者は iTunes Store
の得る収益水準は従来より下がってしまい、結局、音楽配信への同意はなされなかっただ
ろう。
例えば、MS-WindowsOS のビジネスを調整し、家庭用ゲーム機産業のように、アプリ
ケーションソフトはマイクロソフトが用意した API を使う以上、収益の一部をマイクロソ
フトに納めろというライセンス契約を採用した場合、何が起きるだろう。各国政府の競争
政策当局が騒ぎ出すことはもちろんだが、速やかに Linux やその他の競合 OS への移行が
始まるだろう。
もっとも、プラットフォーム事業者が優位にこの交渉を進めることはできるかもしれ
ない。とりわけ、関係事業者の「視点」は、しばしば利益配分率そのものよりも、それが
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現在の収益を拡大するか否かという点に目を奪われる。そこでは、この新しいプラットフ
ォームの潜在的市場規模への期待が大きな判断基準となり、そこで別のレイヤーのキラー
商品が大きな誘因効果をもたらすことになる。だからこそ iPod を擁するアップルが iTunes
Store を始められたのであり、また、日本でも Walkman を擁するソニーが配信ビジネスの
中心になったわけだ。しかし、そのアップルですら、ハードウェアビジネスを凌駕するよ
うな収益源に音楽配信を育てることはできていない。このキラー商品は、アライアンスを
組み上げる時の助けにはなっても、収益配分を有利に持っていく効果は十分なものではな
いようである。

５．２．５

ビジネスモデル調整の重要性

結局、プラットフォーム事業が十分な合理性を持つための絶対法則は、プラットフォ
ーム事業そのものからの収益に期待せず、それが掘り起こす他のレイヤーにおける収益に
期待するということなのだろう。しかも、その収益レイヤーにおける競争に勝つことを期
待して、自社商品にしか対応しないサービスをプラットフォーム化させようとすることは、
そもそもの市場占有率がよほど高くない限り、そのサービスにプラットフォームとしての
魅力を減じさせるだけなので、さらに愚かなことである。結局は、プラットフォームの形
成により、新しい価値が生まれ、収益レイヤー全体の市場規模が膨らむから、自社もそれ
なりに利益を得る、というくらいの考え方で臨まなければプラットフォーム戦略は矛盾し
てしまう。
この分析が示唆することは、結論として、プラットフォーム事業そのものの収益性は、
ごく例外的な場合（関係者が予想もつかないプラットフォームを構築し、そこに知的財産
をうまく設定してレントを確保し、さらに関係者がそれを支払ってなお成長が見込めるほ
ど市場全体の成長を促進できたという場合）を除いて、かなり低いということである。
ここで、戦略の視野は、IT、或いは ICT から広く産業構造全体の問題へと向けられね
ばならない。すなわち、生産効率、流通効率、認知効率という三つの限界によって決定さ
れた現在の構造の中で、プラットフォームを構築することによって生じる、既存事業者と
の利益率の隙間に収益機会を見出すという戦略が重要になる。現時点で、この戦略に最も
よく当てはまるのは、Amazon.com と Google の戦略ということになるだろう。
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５．３

NGNという事業環境、或いはプラットフォーム

NGN は、一面では固定電話インフラの進化型であるが、別の面から見れば、誤解を恐
れずにいうなら、プラットフォーム的機能を強化されたインターネットだとも言えよう。
議論を進める前提として、２００７年末時点での公開資料情報及び調査結果に基づいて、
そもそも NGN はどういうものかをここで確認しておきたい。

５．３．１

NGN

NGN（Next Generation Network）という言葉は、インターネットで普及した IP プロト
コルを利用し、パケットによる非同期的送信を速度制御などによって同期的に用い、一つ
のデジタル通信上で、音声、映像、データなどあらゆる情報をやりとりするというイメー
ジ広く含意するものである。しかし、ITU-T が策定する NGN もう少し具体的で、a.セッシ
ョンコントロールプロトコルとしての SIP、b.マルチメディア対応には第三世代携帯電話用
に 3GPP で標準化された IMS を採用することとし、c.QoS メニューの標準化も図られてい
る。同時に、d.インターネットとのゲートウェイも規定されており、これによって、世界
中の情報通信事業者は、IP プロトコルを基礎としてインターネットと協調的に機能できる
マルチメディア対応情報通信ネットワークを、相互接続性を保持しつつ、構築することが
できる。
NGN は、インターネットや携帯電話へのシフトにより、固定電話通信の利用が大きく
落ち込んだ世界的現象に対応した戦略である。その主眼の一つは、固定電話通信網を合理
的に維持するために、基盤技術を IP プロトコルへ変更し、ネットワーク構造を単純化する
ことで、その維持コストを削減することにある。しかし、その一方で、この新しいネット
ワークを単なる電話の置き換えを超えた高付加価値通信網とすることで収益の拡大を図る
という戦略も常に語られるところである。
我が国では、大手情報通信事業者である NTT、KDDI、ソフトバンクの三者全てがこ
の NGN に対応するとしているが、後述するようにその具体的イメージはそれぞれ異なっ
ている。

５．３．２

NGNの機能

ブロードバンド（特に、FTTH）の進展に対応して従来型電話サービスが進化したもの
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である NGN は、通常のインターネットと比べてノード管理と QoS の点で機能的に優れて
いるとされる。
ノード管理については、ゲートウェイ毎に IPv4 方式の IP アドレスが割り振られるだ
けで、それより高レイヤーの情報管理はデバイス毎に別途連動をとらない限り全く不可能
であった従来のインターネットに比べ、NGN は、SIP アドレスがノードの向こうにある機
器毎に割り振られることから、特定機器を利用したサービスを誰がいつからいつまでどの
ように使ったかなどの管理を、ネットワーク側でできるようになる。これはサービス事業
者に対して基礎的な顧客管理を代替できることを意味し、とりわけ、専用デバイス連携型
サービスをより容易にするとされる。
また、ノードの先にある受信端末との接続を個別管理できるということは、個人情報
保護など別途の法的問題はさておき、悪意ある情報の受信者を特定できることを意味し、
またそれに基づいて特定の端末だけを接続解除するなどの対応もできるため、従来のイン
ターネットよりも安全性が高い。そこで、医療・健康サービスや企業内通信など情報の高
い機密性を要求されるサービスの実現に適しているとされる。
QoS については、とりわけ映像配信サービスでの利用が期待されている。従来のイン
ターネットでは大規模な映像の配信はネットワーク遅延が原因となり、現行のテレビ放送
に比肩しうる安定性は維持できない。NGN であれば、QoS と上記のノード管理と組み合わ
せることによって、HD 級の映像をテレビセットに配信する容易である。
NGN というネットワークの進化は、このように従来インターネットでは不可能だった
か、できても相当大きな負担を個々の事業者に強いていたサービスをより簡単に実現でき
るようにすることで、ブロードバンドの利用法に大きな変化をもたらすといわれる。

５．３．３

NGNの構造

図表 5.3.3-1 ITU の NGN リファレンスモデル
（出典：NEC 技報 Vol59 No.2 より）

NTT、KDDI、ソフトバンクの各社
はいずれも NGN に対応すると表明してい
る。ITU-T のリファレンスモデル（図表４−
３）と各社の模式図（図表 5.3.3-1）とを比
較すると、特にサービスレイヤー部分に各
社の特徴的な差違が見られる。
NTT の NGN は、SNI（Server-Network
Interface）という界面を想定し、ANI
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（Application-Network Interface）が

図表 5.3.3-2 NTT の NGN

複数実現できるように工夫されている。
SNI に相当する界面は、実務上は常に意
識されるものだが、ITU-T リファレンス
モデルからは省かれていた。NTT の提案
はこれを改めて顕在化させるもので、
The NGN に形式的には修正を求めるも
のとも解することができる。NTT がやや
冗長ともいえるこうした提案をした理由
は、ネットワーク開放義務との関係で、
NTT の NGN が他社サービスの一部として利用されることを前提としているためだと推測
される。
KDDI の NGN は The NGN に酷似

図表 5.3.3-3 KDDI の NGN

しており、独自色は薄い。KDDI はこ
れに付随して、ANI が重層的に発展し
ていけることを指摘しているが、それ
は極めてソフトウェアテクノロジー的
な考え方である。
ソフトバンクの NGN は、The NGN
を基盤としつつ既述の XML オーバー
レイネットワークが付加されている。
XML オーバーレイネットワークは、単
なるノード管理を超えて、情報を他の
情報と組み合わせたり、ネットワーク
を介して他のサービスとデータ共有し
たりすることでより高付加価値なサー
ビスを実現できるよう工夫された API
である。もちろん現行のインターネッ
トでも事業者同士が連携しそれなりの
設備を整えれば可能な方法ではあるが、
ネットワーク事業者がそれに必要な設
備をネットワークサービスに内包させ
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るなど、それをやりやすくするという戦略である。ソフトバンクは、グループ内にヤフー！
を擁し、サービスレイヤーで協調的なシステムを構築することが、ネットワークそのもの
の FTTH 化や整理統合よりも戦略的重要性が高いからかもしれない。
このように、NTT であれ、KDDI、ソフトバンクであれ、その目指す NGN は、それぞ
れの事情により、The NGN とは微妙にずれたものとなっている。

５．３．４

NGNの「互換性」

ANI の実質的意味は、それが NGN を利用したアプリケーションプログラムを構築す
る際の API 群であるということにある。それは NGN とアプリケーションプログラムの間
にあって、コンピュータシステムでいう OS のような機能を果たす。実際のアプリケーシ
ョンプログラムはこの ANI に依存するため、NGN の利用者であるサービス事業者、また
サービスを実現するためのデバイス事業者（本稿では、以下、両者を併せてアプリケーシ
ョン事業者と呼ぶ）として、最大の関心事項はこの ANI の内容ということになる。
ITU-T 及び ETSI/TISPAN からは、現時点で、ANI の具体的な内容について何も発表が
なされていない。これは、コンピュータシステムでいえば、通信プロトコルや外部インタ
ーフェースについては統一できているが、OS の主要機能を統一できていないということ
に等しい。
国内の３つの NGN を見ると、その対応の違いは顕著である。NTT は SNI を規定する
ことで ANI の設定をグループの NTT コミュニケーションを含む複数の事業者に開放して
いるが、NTT として ANI の設計に統一性を求めるという方針はまだ打ち出されていない。
KDDI の対応は ITU-T モデルと整合的だが、そもそも ITU-T がどういう ANI を実装するか
不明である以上、具体的な意味はない。KDDI のモデルには、Parlay-X や多重的に構築さ
れる SDP≒ANI が示されるが、それは KDDI としてどういう ANI を構築するかをぼかしな
がら、KDDI が積極的に ITU-T の標準に沿っていくという以外の解決法、例えば別のデフ
ァクトスタンダードを受容する、あるいは別の事業者が勝手に ANI を構築するという途を
認めているともとれる。ソフトバンクの場合は、XML-OLN を他の NGN に移植するとい
う計画は聞こえないことから、NGN 間の整合性は ANI-OLN でとることになると考えられ
るが、ITU-T の標準 ANI が見えない段階では、その互換性の度合いは不明である。つまり、
NGN 間の互換性は ITU-T の標準まかせになっており、それが不明である以上、そこに過
度な期待は禁物であるといわざるを得ない。
海外の事業者の対応も分かれている。BT は、すでに 21Century Network の名称で NGN
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サービスを開始しているが、それ

図表 5.3.4-1 BT の 21Century Network

に併せ、認証、音声通話、多人数
通話、SMS の発信、受信、コール
フロー（自動音声応答システムの
構築用 API）の各 API を公開して
いる。利用者は、この API を用い
たプログラムを BT のウェブサイ
トからアップロードすることでア
プリケーションを実装でき、API
の使用分に応じて BT への支払が
発生する（図表 5.3.4-1）
。
他方で、Verizon やその他の事
業者はまだ ANI の内容を明らかにしておらず、伊 Fastweb 社は、インタビューの中で、ANI
を公開して他社サービスをホストする計画はないことを明言している。

５．４

プラットフォームとしてのNGNの将来

NGN は、その ANI によって他のサービスを支える基盤技術、サービスとしての性格
を持つ。むしろ、そうしたアプリケーションサービスが多く生まれることが、NGN そのも
のの価値でもある。NGN はあくまで情報通信事業者の構築するインフラであり、提供する
サービスであるが、このような構造は、NGN がアプリケーションのためのプラットフォー
ムであることを示している。
したがって、NGN が成功するために満たすべき必要条件は、5.2.3 で説明した諸条件
ということになる。この観点からは、インフラのほぼ全てを自弁できる NTT は最も優位な
ポジションにある。逆に、NTT のインフラを部分的にであれ使用することを前提とした
KDDI やソフトバンクは、
この点で立場が弱い。NGN の競争環境を公平にするのであれば、
ネットワーク開放義務の是非とその条件が大きく影響する所以である。
しかし、最もポジションが強い NTT であっても、関係事業者を NGN に引き込む構造
の整備は避けられない課題である。そこで、NGN が関係事業者に如何に評価されるだろう
かを、同様に IP 技術を基盤として成立しているインターネットとの相互関係を軸に見てい
くことにしよう。

326

５．４．１

重なり合いつつ併存する二つの選択肢

インターネットと NGN は、特性の異なる二つの個別のネットワークである。しかし、
両者は接続されており、アプリケーション事業者やユーザーから見れば、それは重層的に
存在する一つのネットワークのようにも見える。そこで、アプリケーション事業者が NGN
上にプログラムを実装するか否かは、NGN とインターネットの技術的、事業的条件を考慮
した上で決めることになる。
技術的に見れば、インターネットの特性とは、QoS とノード管理という NGN の特性
の裏返しに他ならない。それは参入、退出が極めて容易な、柔軟なネットワークであるが、
それだけに信頼性に乏しい。転送速度の保証どころか、そもそも情報が伝達されている保
証すらない。匿名性が高く、反公共的活動をするユーザーを排除できない。ただし、事業
面から見れば、これは事業者の責任範囲は比較的小さく、ネットワーク維持コストを含め
た事業コストも比較的小さいという利点に繋がっている。
NGN はこうしたインターネットの弱点を補強したものともいえる。これを積極的に評
価して、QoS やノード管理を事業者責任の下で実現することを情報通信事業者が社会的に
宣言した、（やや正確さを欠くかもしれないが）「保証付ネットワーク」として、これを３
つ目の NGN の特性と捉えることもできるだろう。
NGN とインターネットは重層的に存在する以上、アプリケーション事業者やユーザは、
まさに NGN のこうした特性的機能を評価して、インターネットではなく、NGN 上にサー
ビスを実装しようという経営判断をするということになる。

５．４．２

NGNの「高機能」の相対性と絶対的な違い

ここで問題になるのは、NGN のこの三つの特性は、本当に NGN の独特の物であるか
という点、言い換えればインターネットとの競合性はないかという点である。
QoS については、否定的であろう。そもそも QoS はネットワークの安定性、ネットワ
ークを構成するインフラの転送速度、送りたい情報の量と希望速度、端末の圧縮・伸長サ
ービスの質、速度などに依存する。QoS を最も利用すると見込まれている映像配信事業に
しても、インフラの総光化、端末の高速化、ある程度の映像品質の妥協を前提とすれば、
別に NGN に移行することなく実現可能である。
ノード管理も同様で、デバイス事業者が端末管理サーバーを用意し、デバイスとその
管理サーバーが通信をして現在の状況など必要情報を常に管理サーバー上で更新していく
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ことによりノード管理を行うこともできる。別にネットワークとの接続状況情報をネット
ワーク側から供給してもらうことが唯一無二の方法ではない。
ただし、ネットワークの動作保証という点は、インターネットではありえない、NGN
の独占的なサービスである。
したがって、NGN に最も強く反応する事業者とは、NGN の技術的優位点を評価する
というよりも（それは結局コストの問題に還元されるから）
、むしろ、この電気通信事業者
のサービス保証を事業の都合上必要とする事業者であろう。

５．４．３

NGNとインターネットのトレードオフ

それ以外の点で、NGN を選択することはアプリケーション事業者にとってどのような
事業計画上の影響を与えるのだろうか。
最大の利点は、事業開始時の設備コストを削減し、ランニングコストに転嫁できるこ
とである。
それ以外の、特に代替技術との比較が成立する部分では、判断は微妙である。例えば
映像配信の場合、同期的配信についてはルーターレベルで優先制御できる NGN に品質上
の優位性が強く認められるが、非同期的配信の場合は CDN（Contents Delivery Network）と
真っ向から競合することになる。電気通信事業者はいずれも社会的地位のある大企業だと
いう点を考慮しても、この判断は通信事業者側の価格設定によって変わってくるだろう。
NGN を採用することの何よりの欠点は、NGN 網の外にいるユーザーへのサービス供
給を事実上、最初から放棄せざるを得ないということである。NGN とインターネットは相
互接続されてはいるものの、NGN のユーザーはインターネット上のサービスを全て利用で
きるのに対し、インターネットのユーザーはいずれかの NGN のサービスを完全な形では
利用できないという、非対称的な関係にある。これは NGN とインターネット、両者のネ
ットワーク特性上、避けられないことだ。
アプリケーション事業者がビジネスを行う上で、潜在的な市場の大きさというのは最
大関心事であり、これは看過できない大きな問題である。しかし、仮に、市場の太宗が NGN
に移行し、さらに NGN 間でサービスの保証までが統合的になされるようになれば、事情
は大きく変わるであろう。
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５．４．４

サービス事業者にとってのNGNとインターネットの使い方

ここで、本研究会で藤本氏が発表した際のレイヤーモデルを拡充したモデルを使って、
それぞれの事業者の傾向、特徴を考えながら、NGN がどのように受け止められ、対応され
るかについて予測する。

５．４．４．１

企業向けサービス、金融関連サービス、個人情報関連サービ

ス

アプリケーション事業者の中で、企業向けサービス、特に金融情報や個人情報に関す
るものは、NGN の特性を歓迎すると考えられる。
このグループの事業者が評価しているのは、QoS や端末認証といった NGN の機能そ
のものではなく、社会的に信用ある NTT、KDDI、ソフトバンクといった事業者自らがこ
れを保証する点にある。企業経営において株主他の関係者に対する説明責任の重要性が高
まる中、実体的な合理性を説明するよりも、社会的信用ある事業者の言葉を引用する方が、
経営上の選択として合理的だからである。
このグループの事業者について特筆すべきは、判断の結論が NGN の普及度とはあま
り関係がないと考えられることである。したがって、NGN の最初期の採用者としては最も
可能性が認められるものと考えられる。

５．４．４．２

一般サービス事業者、コンテンツ・プロバイダ事業者

最上層に位置する一般サービス事業者の中で NGN の特性に敏感なものはあまりあり
そうもない。その中でも、コンテンツ・プロバイダはその情報転送量が莫大であることか
ら NGN の潜在顧客であるとされるが、すでに事業を行っている事業者はインターネット
環境を前提にインフラを自前で構築、調達しており、設備増強をする際の選択として NGN
環境にもインフラレスで事業拡張するというシナリオ以外、NGN へ移転する利点はほとん
どない。新規事業者が NGN に参加することは考えられるが、この場合も潜在市場の小さ
さが問題となるだろう。
総じて、普及した NGN はコンテンツ・プロバイダ事業者にとって魅力的な選択では
あるものの、普及途中の段階では、NGN への対応は単なるコスト増要因でもあり、大きな
市場インパクトは考えられない。NGN はインターネットへの接続チャンネルとしても機能
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することから、インターネットでの事業展開をすれば NGN のユーザーへも十分対応が可
能だからである。

５．４．４．３

デバイス・ハードウェア事業者

デバイス・ハードウェア事業者とは大括りにいえば NGN を構成するハードウェアを
製造する事業者である（観念的には、情報通信事業者向け業務用通信機器製造業者と一般
消費者向け電子機器製造業者とに大別できるが、ここでは後者のみを取り扱う）。デバイ
ス・ハードウェア事業者の立場は、一般サービス事業者と類似したものだが、デバイス・
ハードウェアの製造にはサービス業よりも大きな先行投資が必要であり、それだけに新た
な製品の開発にあたって、想定需要の規模が大きな問題になる。そのため、NGN への対応
は、一般サービス事業者、コンテンツ・プロバイダ事業者よりも遅れると考えられる。も
ちろん、サービスを一般顧客に提供するためには、一定のデバイスが必要なので、電気通
信事業者が購入することで先行的に需要を作ることはあある。しかし、それは情報通信事
業者の利益率を短期的には高めるが、それがグローバルスタンダードとならなければ市場
をその情報通信事業者の事業範囲に限定させてしまうため、結局、デバイス・ハードウェ
ア事業者の利益率を低下させることになってしまう危険性があるため、避けるべきである。
ただし、NGN 化は、消費者向けデバイス事業者にとって、市場における価格競争が厳
しさを増す中、単純な売り切りモデルから継続的サービスモデルへシフトするビジネスモ
デル調整の契機となる。NGN がサービス・デバイス連携型のビジネスモデルを志向するの
であれば、設備コストの軽減という要素が強く働き、NGN の魅力は大きなものとなろう。

５．４．４．４

サービス・プラットフォーム事業者

メディア産業を含むサービス・プラットフォーム事業者は、NGN、とりわけ統一 ID
管理サービスの潜在的競合者である。特にグーグルやヤフー！（Yahoo!JAPAN）などのサ
ービス・プラットフォーム事業者は、すでにインターネット上で ID 管理など様々なイン
フラを自ら整備し、事業を行っており、実験的或いは補完的以上の意味で NGN へ移行す
ることは可能性が小さいように思える。
ただし、最近のグーグルやヤフー！が他事業者向けに積極的にサービス API を開放し
ていることは、このカテゴリーの事業者が潜在的に ANI 構築者となる可能性を示唆してい
る。NGN のプラットフォーム形成プロセスの中で、鍵を握る事業者となるかもしれない。
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５．５

我が国のNGNのあるべき姿とそのためのシナリオ

以上の考察を総合して、我が国の NGN のあるべき姿とそこに至るシナリオを次の通
り提案する。

５．５．１

NGNとインターネットのあるべき姿

５．５．１．１

NGNとインターネット、それぞれの使命

経済システムの高度化と共に、NGN であれ、インターネットであれ、それは消費者の
ニーズを顕在化させ、そのニーズと商品やサービスの開発・製造能力を効率的に結びつけ
るチャンネルとなることが、情報通信ネットワークの本質的付加価値である。
そのためには、ネットワーク上のサービス利用者について、現行のインターネットの
匿名制原則の中に、それと両立する形で、信頼ある顕名性空間を構築する技術的しくみを
確立する必要があり、同時に、それがそうした顕名性を利用してサービス事業者やコンテ
ンツ・プロバイダ事業者が具体的な事業を展開することを促進する必要がある。
その限りにおいて、インターネットでのサービス・プラットフォーム事業者も、NGN
も、顕名性の強度において違いはあっても、同じ方向性を向いているといえる。むしろ、
NGN 環境はインターネットと接続せざるを得ないため、より顕名性のバリエーションが豊
富であり、長期的にはアプリケーション事業者にとってより理想的な環境であるといえる。

５．５．１．２

共通ANIパッケージ

そのため、最終的な理想型として、国内外を問わず全ての NGN において共通の ANI
が整備されており、またそれと機能的に互換な API が一つの明確なパッケージとしてイン
ターネット上においても存在する状態が理想型である。この、ネットワークの違いを吸収
する、抽象化された環境を共通 ANI パッケージと呼ぶことにする。
NGN とインターネットは競合する二つの IP ネットワークである。NGN は各国で、各
国なりの形で、電話サービスを継受する電気通信事業者のサービスインフラとして構築さ
れる。他方、インターネットもそれと併存するものとして引き続き存在する。
サービス事業者やコンテンツ・プロバイダ事業者、デバイス・ハードウェア事業者が、
この併存するネットワークのいずれにも囲い込まれ、不要な調整コストを背負うことは、
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全く無駄なことである。
この共通 ANI パッケージが、何よりも、サービス事業者、コンテンツ・プロバイダ事
業者、及びデバイス・ハードウェア事業者の使いやすさを優先して構築されなければなら
ないことはいうまでもない。

５．５．１．３

NGNからインターネットへのコストゼロアクセス原則

もちろん、NGN とインターネットのどちらを利用するかは、費用対効果に基づく経営
判断である。そのため、その判断はできる限り動的に調整できるべきで、またそのコスト
はできる限り小さくあるべきだろう。
NGN の構造上の制限として、NGN にホスティングしなければ、NGN の機能を利用す
ることはできない。しかし、同時に、NGN のホスティングがインターネット利用の費用増
となるのであれば、上記原則に反する。
そこで、NGN へのサーバー接続については、通常のインターネットへのサーバー接続
価格と同等でなくてはならず、可能であれば原則ゼロとすべきである。その上で、NGN と
しての利用収益はすべて NGN の固有機能の利用費用として変動的に回収するしくみでな
くてはならない。

５．５．２

共通ANIパッケージを生み出すシナリオ

５．５．２．１

共通ANIの管理者の構築

共通 ANI パッケージがこのようなものになるには、適切な戦略を採り、多方面に働き
かけていく管理組織（仮に、共通 ANI グループと呼ぶ）の存在が不可欠である。
この共通 ANI グループは、原則として NGN 事業者に財政的その他の支援に依存して
維持、管理されてはならない。この共通 ANI パッケージは、NGN 事業者から見れば、い
わゆる「勝手 ANI」として整備、成長するべきである。
この共通 ANI グループは、一般サービス事業者、コンテンツ・プロバイダ事業者とい
ういわゆるサービス、ソフト系事業者と、デバイス・ハードウェア事業者、特に次節で詳
述する新しい IP 機器創出を目指す事業者の連携として、まずは誕生するべきである。もち
ろんグループには幅広い事業者の参加が望ましいが、事柄の性質上、個々の企業戦略との
相性はある（図表 5.5.2-1）。ただし、あくまでここで提案するポリシーに賛同する事業者
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のみをコアとしてまず立ち上げ、その後、後述するアライアンス戦略にしたがって、事業
者構成の拡大、他事業者との戦略的協力関係の構築を行うことが適当である。

図表 5.5.2-1 共通 ANI パッケージ戦略と個々の企業戦略の相性

矛盾的

API を開放せず、サービス事業からデバイス事業までを自社一貫
体制（又は排他的独占契約による擬似一貫体制）を目指す戦略
API を積極的にライセンスするが、その API 利用料を主たる収入
と見込む戦略

緊張的

販売数量を増加させデバイスの低廉化、大量生産を進める戦略
（NGN 事業者又は特定サービス事業者による、排他的独占供給関係
を前提とした大量購入要請があった場合）
個人情報売買を主たる収入と見込む戦略（個人情報の独占的囲い
込みができないため）

５．５．２．２

共通ANIパッケージ創出のメカニズム

共通 ANI パッケージは、NGN とインターネットの上に構築される一つのプラットフ
ォームである。
アプリケーション事業の進化が尽きないことにより、常に改変され続けるこの共通
ANI パッケージは、デファクト型の進化メカニズムを採らなければならない。つまり、こ
の共通 ANI パッケージの本質は、この NGN とインターネット上の統一 ANI という考え方
に賛同する者に共有される、数々の ANI/API のデータベースということにある。
共通 ANI グループの参加事業者が、適切なインセンティブ設定の下で、このデータベ
ースの拡充を積極的に行うことにより、共通 ANI パッケージが創出されるというシナリオ
を、ここでは想定する。

５．５．２．３

共通ANIのプラットフォームとしての機能、メリット

共通 ANI パッケージをプロプライエタリなものとせず、やや開放されたグループ財と
して構築していく理由は、このレイヤーに於けるプラットフォームの利益性が既知だから
である。こういう場合、プラットフォームが直接大きな利益をもたらすようなシナリオは
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不適当で、逆に、プラットフォームの機能と利益構造を最小化し、あくまで各参加事業者
それぞれの事業に発展性を与えるような寄与を考えるだけにするべきである。
また、その利益配分の構造は、共通 ANI パッケージを拡充するインセンティブをグル
ープ参加事業者に付与するものでなくはならない。グループ全体に平等な成果を約束する
方式は、この観点からは各事業者のフリーライド志向を助長するため不適当であり、参加
することによる最低限のメリットを約束しつつも、寄与度が高ければ高いだけ成果が増え
るメカニズムを想定しなくてはならない。
共通 ANI パッケージの成長を促すという目的上、共通 ANI グループに参加する事業
者は、自社のサービス向けの API を原則として共通 ANI パッケージに登録することとし、
また他社の登録した API の利用（それを要素として別の API を作成、登録することを含む）
が許されるというメカニズムをまず想定する。
インセンティブとしては、今後のアプリケーション事業の成長に不可欠な、ユーザー
挙動データそのものの利用権を想定する。共通 ANI パッケージを利用したトランザクショ
ン（利用者 ID とその内容）は、共通 ANI グループにより管理され、そのトランザクショ
ンが経由した全ての API の製作者に開示される。これにより、多くの ANI を登録すればす
るほど、ユーザー挙動データが多く入手できるようになり、参加事業者の貢献意欲を高め
られると考える。

５．５．２．４

共通ANIグループのアライアンス戦略

共通 ANI グループはアプリケーション事業者以外のプレイヤーとはどのようなアラ
イアンス関係を結ぶべきだろうか。
NGN 事業者の参加は原則として想定しない。これは共通 ANI グループの自律性を担
保するための設計であり、仮にこうしたとしても、そもそも電気通信事業者としての無差
別サービス原則により、グループの活動が疎外されることはない。なお、もし仮に共通 ANI
グループの自律性が約束されるのであれば、協力関係を結ぶことは合理的な選択である
すでにインターネット上で活動するサービス・プラットフォーム事業者、特に OpenID
に積極的な事業者や団体とは、積極的なアライアンスを求め、むしろ前述のポリシーの下、
グループに内包することが戦略上正しい。共通 ANI グループのポリシーは、Yahoo!ジャパ
ンとグーグルのように、ほぼ同一事業レイヤーでユーザー挙動データの囲い込みを目指し
て競争する事業者と広いアライアンスを構築するためには、必要な原則である。
政府、または産業団体には、この運動の目的と想定される効果について理解を得、可
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能な限り支援を受けるため、積極的に働きかけるべきである。ただし、これによって外国
企業の参加を抑制したりする「日の丸色」が強まることは避けるべきではないだろうか。

５．５．３

我が国の国際競争力となる世界最高のSDP＝ANI

共通 ANI パッケージに登録された特定 NGN 向けに作成された ANI は、当該 ANI 製作
者、或いはそれを利用して事業を行いたいその他のアプリケーション事業者等の手によっ
て、他の NGN に移植されていく。
それによって、各 NGN 事業者の意思に頼ることなく、効率的に、共通 ANI パッケー
ジが海外に移植される。それによって、アプリケーション事業者は、ネットワーク事業の
戦略に過度に振り回されることなく、世界の市場に進出することができる。

５．６

新しいIP機器産業育成と推進のための提言

この共通 ANI パッケージは、とりわけ、新しい IP 機器産業の創出と大きく関わり合
うことになる。それは NGN の要求というよりも、電子機器産業そのものの内的変化が共
通 ANI パッケージと、それを将来的に支えていく NGN によって加速されるという見通し
である。
まず、電子機器産業がどのような進化の方向性を持っているかについて見ていくこと
にする。

５．６．１

国際競争の激化

民生用の最終製品である情報通信機器の世界では、ここ３０年の間、大きな競争のポ
イントの遷移が起きていた。それは、企業の成長と国際的市場環境の問題から来る商品の
価値センターの変化である。

５．６．１．１ コンピュータ産業の進化、モジュール化、インターネットに
よる仕様共通化

すでに述べたように、高度な産業社会は、サービスや商品をモジュール化する内的メ
カニズムを本質的に持っている。
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1971 年にインテルが 4004 を発表した後、コンピュータユニットのダウンサイジング
と高機能化は驚くべきスピードで進んだ。コンピュータシステムが集中型アーキテクチャ
をとるか、分散型となるかは、その自律的処理単位となるシステムの能力と、通信速度と
のバランスで決まる。当初、ワンボードやアップル II の時代にはメイン CPU の集中処理
方式が中心だった個人用コンピュータも、次第に I/O やグラフィックなどいくつかの機能
単位に独立した CPU が導入されて、80 年代には特定の機能を担う複数のシステムがバス
で連携する分散型のアーキテクチャに移行し、以後、主要機能のクオンティティブな発展
は急速に加速した。
90 年代には、多くの電子機器にコンピュータが搭載され、このパソコンの分散型アー
キテクチャとの親和性は急激に上がった。それと同時に、このコンピュータ内蔵機器同士
の接続、連携機能の標準化が進んだ。これはモジュール化の一側面であるが、接続の両端
が高機能化したことで、接続形態素のものは比較的簡単なもので対応可能になった。かつ
てのいくつもの接続線を束ねた太いパラレルインターフェースから、シリアルインターフ
ェースへの移行が行われ、今や、USB や IEEE1394a のようなごく単純なインターフェース
で、パソコンと機器を繋ぐだけで期待するような機能を果たすということは、ごく日常的
になっている。
こうしたパーソナルドメインでの分散化にやや遅れて、広域ネットワードメインでも
分散化の波が及んだ。80 年代にメインフレームが全盛期を迎える中、高機能化したパソコ
ンを背景に、集中型アーキテクチャの原始的な民生用広域ネットワークが生まれた。90 年
代中葉には、これをインターネットが圧倒的な影響力で置換していった。この頃になると、
オフィス内で LAN が導入されており、その端末となる（かもしれない）パソコンには
Ethernet（RJ-45）端子が標準で装備されるようになっていた。この LAN 技術は家庭にもフ
ィードバックされ、家庭とオフィスは、その商品構造では統一されることになった。
世の中で、政府か特定大企業の選択に依存しないものは、人間の身体に直接関係する
もの以外、だいたい世界中で一つの基準に決まってくる。この Ethernet を中核とした電子
機器接続技術も、電波を使うなど政府の積極的な配慮に依存しないものだったので、世界
中に流布することになる。
こうした結果、幸か不幸か、電子機器は世界中全てほぼ一つの共通規格で区分された
モジュールに解体されてしまった。
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５．６．１．２

技術開発戦略の費用対効果の低下

モジュール化が進んだ結果として、それぞれのモジュールの技術的な発展の構造がひ
どく単純化されることになった。
これにはいくつかの説明が要るだろう。まず、モジュール化の結果、それぞれのモジ
ュール部品の高度化の方向は、それぞれがシステム内では単機能な部品なので、ひどくク
オンティティブなものに分解された。加えて、モジュール部品は大量生産効果がききやす
いため、価格低下の重力も従来より強くなった。さらに、それをつなぎ止めるブランド効
果も、モジュール部品については、あまり強く効かない。
モジュール部品がこうして低価格、高機能に進化する中で、システム全体を構築する
部分に大きなレントが集約されることになった。ただし、単にモジュール部品を組み合わ
せればできてしまう、例えばパソコンのような商品にはレントは集まらない。経済学の議
論は、市場価格、ひいては市場から得られる利益は、市場に於ける競争状態で決まると説
明する。パソコンの価格は、常に市場で部品を買って自分で組み上げるコストと比較され、
値付けされる。いくら大手といえども、そこにあるのは大量購入で下げてもらった部品価
格程度のものでしかない。独自のノウ・ハウとブランド力を欠いたハードウェアやシステ
ムのビジネスは、せいぜいが原価を回収できれば儲けものといったところだ。レントは、
組み合わせて動かすときに「必要になるもの」
、OS や、インテグレーションサービスその
ものに集まる。
その結果、レントは、世界標準の商品を生みだし市場独占を達成した先進国の一部開
発企業と、それを世界最低のコストで大量に生産できる中進国、発展途上国の一部製造企
業に大きく山分けされることになった。
我が国の生産技術は世界でもトップクラスの効率を誇るが、90 年代のデフレ調整を経
てもなお、世界でトップレベルの人件費負担を背負うことになる。ごく一部のトップクラ
ス製品を除けば、民生用で大きな市場規模を持つ商品の多くが、そうした海外工場での生
産で賄われうる。それを乗り越えようと、大きくてきれいな液晶、記憶容量の大きなメモ
リチップ、より薄い携帯電話機を作っても、それは大きなレントをもたらさない。そうし
たクオンティティブ競争の効果はめざましく、すぐに一般顧客のニーズを越えてしまい、
市場はそれよりとても安価で十分な機能を満たした廉価商品にとられてしまうだろうから
だ。それに、ほんの数ヶ月後には人件費の安い地域の企業の工場でも作れるようになって
いるかもしれない。
ここのモジュールの枠内におけるクオンティティブな機能強化に関する技術開発は、
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その投資回収可能性は大きく下がってしまっている。電子機器産業、特に先進国に於ける
それが、新しいレント中心を見いださなければならない所以である。

５．６．１．２ デザイン、使用感とコンテンツ的価値を中心とした商品の出
現

他方で、モジュール型に分解された市場環境の中から生まれてきた、利幅の大きな商
品が、iPod やニンテンドーDS、PSP などに代表される、デザイン、使用感を商品性の根幹
とする一連の商品群である。
iPod を例に説明すると、iPod の機能の根幹は HDD を主たる記録媒体とする、音楽フ
ァイルの管理と再生機能付きコンピュータデバイスだと定義できる。重要なことは、その
内部構成はフルセットのコンピュータに近い（事実、iPod には Linux も実装できる）にも
関わらず、この音楽（後のバージョンでは映像やゲームなどが加わっている）再生以外の
機能をもたない、極めてシンプルな機能の商品だということである。
ハードウェアの構成やそれらを統合して別の独特な商品に再構成していくという点で
似ているのは携帯電話も類似点が多いが、iPod やニンテンドーDS などと比べて、極めて
多機能な製品として設計されることが少なくない。実際のところ、モジュール化の恩恵と
して、機能付加は、価格とのトレードオフを除けば難しいことではない。したがって、レ
ントの核とはなりえない。
同時に、ハードウェアに携帯品としてのファッション性、メッセージ性、所有の満足
を求めるタイプの商品も生まれてきた。Walkman や iPod などはかなりメッセージ性の強い
商品であったが、最近ではシャア専用ケータイなど強くクラスタライズされた需要に応え
る商品も生み出されている。モジュール化の恩恵として、そもそも商品のカスタマイズが
圧倒的に簡単になっているため、大量生産・大量販売・低価格型ビジネスの少量生産・少
量販売・高価格ビジネスに対する優位性が相対化している。こうした商品は、流通も極め
て文脈依存的である。
一般的に、産業構造は高度化するほどサービス経済の性質を増し、コンテンツ産業も
経済全体が発展するほどイベント産業的性格を増すと考えられている。世界的に、文化ト
レンドを生み出す力では先進国に圧倒的な優位性があることを考えると、先進国の事業環
境に適した事業形態というべきなのかもしれない。
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５．６．２

イノベーションメカニズムの変化

このような機器の商品力の遷移は、新たな商品価値を促進するための商品開発プロセ
スの変化を引き起こす。それは、だいたい次のような遷移だと考えられる。

５．６．２．１

技術によるイノベーション

第一段階は、純然たる技術によるイノベーションである。これはモジュール化以前か
ら行われてきたもので、モジュール化以後は、モジュール部品のイノベーションメカニズ
ムとして継続している。商品競争力の根幹は性能と価格であり、ブランド効果のような心
理的満足の働く度合いは小さい。その収益牽引効果は労働コストの向上と技術力の国際拡
散に従い、先進国段階では不可避的に小さくなることは指摘したとおりである。

５．６．２．２

商品企画力によるイノベーション

第二段階は、商品の機能性によるイノベーションで、商品企画部門がそれを牽引する。
商品競争力の根幹は機能であり、商品の差別化ができているという前提で、価格効果は限
定的である。ブランド効果は、限定的だが、働く。ただし、先進国段階では需要が強く分
散しており、商品企画部門が十分それに評価されるヒット商品を作れるかどうかが難しい。
実験的ビジネスから生産を拡大していくなど、様々な方法でリスク管理を行うことになる。

５．６．２．３

顧客の力によるイノベーション

第三段階は、商品の文脈価値によるイノベーションで、強くクラスタライズされた需
要そのものが開発までをリードする。一つ一つの需要量は限定的だが、価格効果が働きに
くいので、収益性は見込みやすい。ブランド効果を含めて、心理的満足が中心となるので、
売り方やプロモーションの方法などが計算対象となる。
一般的に消費のあり方には習慣性が見られ、それは各世代に固有のものとなる。東浩
紀らの分析によれば、80 年代から記号的消費（機能ではなく、それが自分にとって持つ意
味付けによって消費を決定する）へ移行し、90 年代中頃からコミュニケーション消費（機
器そのものの消費ではなく、機器によって生じるコミュニケーション的満足を求めて消費
を行う）へと移行したと考えられている。
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80 年ころ思春期だった層が 40 代前半を迎えて金銭的余裕が生まれ始めたという事情
と、シャア専用携帯電話のような商品が生まれ得たということの間には、一定の関係性を
見いだすことができる。つまり、この変化は不可逆で、かつ拡大する傾向を当面持つと考
えるのが適当である。

５．６．３

フュージョンウェアへの進化

フュージョンウェアとは、ソフトウェアによって機能の大部分を実現することで、固
定的ハードウェアとは違った価値を生むようになったハードウェア機器を指す造語である。
すでに電子機器の多くにコンピュータが内蔵され、機能の多くが組込ソフトウェアで実現
されるようになった今日、フュージョンウェアへの脱皮の可能性はあらゆるハードウェア
に見いだすことができる。

５．６．３．１

ソフトウェアを取り込んだモジュール化

テレビと PC の間に潜在的競合性があるように、情報家電の多くは PC と隠れた競合関
係にある。それは PC が情報加工機器として万能だからであり、それはソフトウェア自由
外装型のコンピュータというアーキテクチャそのものに由来する。
他方で、言い換えればあらゆる情報家電は機能限定型の PC（と一定の外部機器）のパ
ッケージ製品であるいうことができる。PC と情報家電とは、ソフトウェアの外挿可能性の
有無に帰着するが、それ以外の点では、このように両者は極めて類似したアーキテクチャ
を持っている。それにもかかわらず、しかし、一般的に、両者の商品特性は大きく異なる。
その理由は、両者の更新メカニズムにある。PC の場合、ソフトウェアは外挿可能なの
で、ソフトウェアだけの更新が、購入者の手によって可能である。そこで、ハードウェア
の買い換えとは別のサイクルで、かなり頻繁に機能更新ができる。他方、情報家電機器は
購入者の手によるソフトウェアだけの更新は不可能で、ハードウェア事業者の手でいちい
ちソフトウェアの更新をする費用もかなりの負担になることから、一般的にハードウェア
そのものの買い換えで対応することになる。
しかし、それは、現在のように求められる機器の性能が変化する時代には、圧倒的に
PC の商品特性の方が顧客にとっては有利になる。
そこで情報家電機器は、ソフトウェアの換装をハードウェア事業者がリモートで行い
うる環境を前提として、ソフトウェアに大幅に機能を依存したアーキテクチャに進化する
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ことが合理的である。それはまさにソフトウェアを一つの機能モジュールとして受け入れ
たハードウェアといってよいかもしれない。もちろん、そのソフトウェアモジュールのリ
モート調整を可能にするものこそ、NGN を含む、ユビキタスな情報通信ネットワーク環境
に他ならない。

５．６．３．２

売り切りモデルからの脱却

近年、これに近い進化を見せているのが携帯電話である。ウェブブラウザが進化して
ASP によって解決可能なサービスが増えるに従い、クライアントデバイスである携帯電話
がスタンドアローンで実行するサービスから、サーバーと連携して実行する SaaS 型サービ
スへと、機能実行のアーキテクチャが変わり始めている。これは国内だけのトレンドでは
なく、iPod の変種である iPhone も、グーグルなどと連携してこうした不断の機能強化を無
償で実施していくことを表明した。
こうした変化は、商品を間に挟んだ顧客とハードウェア事業者の関係性と密接に関係
している。すなわち、日本の携帯電話がこうした動きを見せるのも、iPhone がこうした機
能強化メカニズムを採用できるのも、間接的にであれ、ハードウェア事業者と顧客が継続
的サービス関係にあるからこそできるのである。それは、iPhone の変種とも評される iPod
touch については、iTunes ソフトを介した継続的関係性は保ちながらも、それはあくまであ
るフリーソフトを使っているという関係性に過ぎないため、このアップグレードを有償に
したということがよく物語る。
裏返せば、単なるバグフィックスに留まらず、ハードウェア機器の機能を不断に向上
させていくことを PC に対抗して実現するのであれば、そこにはハードウェア機器につい
て顧客とハードウェア事業者の間に継続的なサービス契約がなされていなくてはならない。
しかし、消費者に支出させる文脈をハードウェア事業者が独自に形成するのは極めて難し
い。
その点で、NGN の固有機能を使うのであれ、ごく単純に歳入代理店としてであれ、情
報通信事業者の力を借りることは合理的な判断であるかも知れない。

５．６．３．３

カスタマイズモデルと大量生産モデルの均衡点の移動

いずれにせよ、こうしたフュージョンウェアのハードウェア部分の基本機能は従来よ
りも大幅に簡素化されるはずで、その分だけ、商品企画力や顧客力によるイノベーション
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を反映させることが重要になる。つまり、見方を変えれば、フュージョンウェアは汎用ハ
ードウェアのカスタマイズ版の販売とサービス提供のハイブリッドビジネスなのである
そこで、顧客として強くクラスタライズされた需要を括り出すことがその前提条件と
なることから、フュージョンウェア事業は大きく web2.0 型の構造を持った情報通信ネット
ワーク上のサービス事業、サービス・プラットフォーム事業と強く接近することになる。
ビジネスモデルの調整が十分にできれば、ある意味ではアドホックな需要クラスタに
対する請負生産モデルに近いその経営構造は、経営安定性の観点においてむしろ大量生産
モデルよりも高くなるはずである。また、ベースとなるハードウェアを汎用的なモデルに
制限することができれば、フュージョンウェア、つまりハードウェアとしての意味ではカ
スタマイズモデルと、大量生産モデルの均衡点は今よりもずっとカスタマイズ側に振れる
ことになる。

５．６．４

NGNとフュージョンウェア産業

５．６．４．１

フュージョンウェアの基盤システムとしてのNGN

NGN は、こうしたフュージョンウェアにとっては格好のインフラであることは間違い
ない。有線であれ、無線であれ、IP ネットワークへの接続を基本としつつも、セッション
を開くために極めて顕名性の高いネットワーク側からの認証を必要とするという仕組みは、
フュージョンウェアにとって何よりの鬼門であるハッキングによるロックインシステムの
解除をやりにくくする。
こうした仕組みの多くは既存のインターネットでも代替的手段で実現可能ではあある
が、その確実性において NGN は多くの優位性を持つ。
しかし、フュージョンウェアはサービス部分を機器性能の一部とする。そこでフュー
ジョンウェア事業を志向する時、一方ではハードウェア事業者として、他方ではサービス
事業者として、二重に、特定 NGN にロックインされることの危険性に対する配慮が必要
になる。

５．６．４．２

フュージョンウェアビジネスと共通ANIパッケージ

そのためフュージョンウェアビジネスと共通 ANI パッケージのアプローチは、大きく
クロスオーバーするのである。一般にハードウェア事業を営むものは、純粋なサービス事
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業者と比べて資金力もあり、共通 ANI グループとしては積極的に融合すべき事業者である。
共通 ANI グループへの参加は、フュージョンウェア事業にとっては、グループ内で開
発された ANI を流用して効率的に情報通信インフラ無差別の ANI を構築するためのプラ
ットフォームを獲得することになる。もちろん、ANI 自体は開放されても、事業者間認証
がクリアにならなければ、第三者が勝手にそのフュージョンウェアにアクセスすることが
できるわけではない。言い換えれば、ANI の共同開発というメカニズムと、機器とサービ
スが結びついて閉鎖的サービスを行うことは両立する。そして、このグループへの参加は、
パートナーとなるサービス事業者との邂逅ののチャンスにもつながるかもしれない。

５．７

実現のための課題と対処策

共通 ANI パッケージを実現するための最大の課題が、核となるグループの創出、運営
にあることは言を待たない。ここではそうした主体の問題ではなく、それを取り巻く環境
上の課題について述べる。

５．７．１

個人情報の保護との関係

５．７．１．１

一般的な個人情報保護制度との調整

共通 ANI パッケージは、個人情報の活用を核として活動する共通 ANI グループによ
って形成、維持される。したがって、個人情報は共通 ANI グループ内で適切に共有されな
くてはならない。個人情報の保護に対する関心の高まりは、これに大きな障害となる。
個人情報の保護の基本法である個人情報保護法は、個人情報を保有する事業者が他事
業者にこれを提供することを、本人の同意を得ていることを条件に、妨げない。また、こ
の同意は事前の包括承認でも足りるとする。従って、単純に法規定だけを考えるのであれ
ば、共通 ANI グループの参加事業者の義務として共通 ANI パッケージを利用するサービ
ス、コンテンツの提供を行う場合は、契約条件の中に顧客の個人情報を関連事業者に提供
する場合がある旨を含めるべきことを合意すれば足りるとは言える。
しかし、昨今の個人情報保護強化に対する動きは、今後、こうした取扱が続くかどう
かも含めて、余談を許さない。
従って、個人情報保護の過度な強化は事業者の事業環境上として大きな問題であるこ
とを認識し、保護強化の動きを牽制することはもちろんだが、これに加えて、より社会的
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に理解されやすい個人情報保護の方法を考えるべきかもしれない。
例えば共通 ANI グループがプライバシーマークを取得する、あるいはグループ参加各
社に取得を義務づけ、情報の流通範囲がプライバシーマーク保有企業のみに限定されるよ
うなしくみを考えるのはどうか。また、個人情報保護法が改正される場合、プライバシー
マークの法的効果はさておき、こうした個人情報の保護水準が高い事業者の間での個人情
報のやりとりを原則自由化する条項を挿入すべく、要求していくべきではないか。

５．７．１．２

電気通信事業法との関係

電気通信事業法は、憲法上保証された「通信の秘密」の具体化として、個人情報保護
の観点から最も厳しい規制を民間事業者に課している。仮に共通 ANI グループ自身が電気
通信事業者だとみなされた場合、今回提案していスキームはかなり現実性が低くなる。実
際、共通 ANI パッケージはあくまでそれによって実現されるサービスを支えるプログラム
を部分的に提供するのみで、それが事業主体であるわけではないが、不測の事態を回避す
るための手当はしておくべきではないか。
最も適切な措置は、一つ一つのサービス事業を、共通 ANI パッケージの仕組み上情報
を共有すべき事業者の共同事業として法的に構成することであり、契約上その法律構成を
担保するためにも、共通 ANI パッケージの中にサービスによって個人情報にアクセスでき
ることになる事業者の一覧を生成する ANI を用意しておくべきである。

５．７．２

著作権制度上でメタデータの取扱方法を確定する

共通 ANI パッケージによって取り扱われるデータのうち、著作権法上の地位を持つも
のも少なからず存在する。これらデータは、各事業者によってメタデータを付されて管理
される。
メタデータを自由に付加、加工できることと、メタデータが適切に保護され機能を果
たすことを両立する仕組みとしては、メタデータの追記可能／記載済内容改変不可が基本
原則であるが、これは一切の加工を禁ずる著作権法の取扱（同一性保持権の効果）と矛盾
する。
過渡的な方法としては、共通 ANI グループ内の合意としてこれを確立することも一つ
の方法ではあるが、そもそもこうした情報を鍵としてビジネス連携をプロデュースしてい
くのであれば、この規定の不備は大きな問題となる。そこで、著作権法上、メタデータ（管
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理のための付随的データ）を本体の著作物と区別し、追記型改変を可能にする措置を講ず
るべきである。
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おわりに
本研究会においては、NGN を推進する各電気通信事業者、関連するサービス事業、電
子機器事業者及び関係有識者の意見を直接聴取し、また、海外の電気通信事業者に関する
調査も行った。総じていえば、NGN を担う側の説明にはまだ茫漠とした部分も残っており、
またこれを利用する側にはそれに対する期待と不安が相半ばする様子がよく分かった。と
りわけ、NGN のユーザ数が不明であることがアプリケーション事業者を躊躇させる最大の
要因であることが明らかになった。
本報告書は、これに対し、その不安の核である ANI/SDP の機能を利用者たるアプリケ
ーション事業者自ら成長させていくシナリオを提言した。これはアプリケーション事業者
にとって負担の大きい事業ではあるが、確実な手法である。また、それが日本の ICT の国
際競争力を高めるための必要条件であることは指摘したとおりである。
こうしたアプリケーション事業者の積極的な貢献を引き出す鍵は、NGN のユーザ数で
ある。利用者の態度がかわるしきい値を越えるまでは、電気通信事業者のユーザ拡大こそ
が鍵を握る。すでに先行する NTT は NGN の価格を FLETS 光と平準させることで新規ユ
ーザを誘導する戦略を行っているが、引き続きこうした努力を払い、ユーザ数の拡大に努
めて頂きたい。

また、本研究会では、こうして、PC に対抗できる情報家電のあり方から、フュージョ
ンウェアという新たな IP 情報機器の産業への進化を説明してきた。デバイスと機密性の高
い通信を確実に行える NGN の出現はこの進化を力強く支えており、NGN ならではの強み
が発揮できる部分といえる。
しかもフュージョンウェアの考え方はかなり広範囲に応用可能である。多くの工作機
械は、メカニカルな部分を汎用的に作り、ソフトウェア部分を作り込むことで柔軟に性能
を発揮できる可能性がある。こういう工作機械はすでにフュージョンウェアなのだ。従来
であれば、こうした機器は購入した工作機械などのデバイスメーカーが保守、運営、そし
て機能強化を行うのが普通で、販売したメーカーは特別の問題が発生した場合や定期検査
などの「アフターサービス」を行っていたに過ぎない。これは機器自体の所有権が購入者
に移転していること、そして購入者一人一人に常駐サービスマンを配置することがコスト
的に不可能であることによる。前者は概念的な理由で、本来の理由は後者である。そこで、
ここに NGN を経由したサービスクライアント機能を織り込むことで、顧客と連携しなが
らデバイスの機能を練り上げていくようなビジネスがかなり低コストで可能になる。もち
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ろん、さらに単純なリモートメンテナンスなどへの応用はかなり近い段階で実現するだろ
う。

通常、こうした報告の中には、さらにこれを推進するための方策、それを国際ビジネ
スに育成していくための方策が縷々記されることが常である。しかし、ここでは敢えてそ
れを記さない。それは、ビジネスモデルを変えるというのは極めて重い経営判断であり、
たかだか政府や一部事業者による誘導策があったからという理由でフュージョンウェアに
踏み出すような機器事業者には、成功の見込は薄いからである。ハードウェアからフュー
ジョンウェアへの移行は、危機感を持ち、自ら業態変換を真剣に模索する企業によって担
われなければならない。
しかし、我が国の市場だけを見ても、テレビ受像器や携帯電話のようにフュージョン
ウェアへの進化が明白な機器もある。日本の情報機器産業は、レント配分構造の二極化の
中で今や経営の岐路に立っている。フュージョンウェアへの進化によって当面の収入を強
化し、将来に向かって製品開発力を強化することは、日本を含む先進国の情報家電機器製
造業にとって、すでに確立した商品領域でキャッチアップする発展途上国と体力勝負の競
争を避ける上では必須戦略といって良い。したがって、フュージョンウェアへの進化はご
く自然に、いずれ起きるものと考える。

電子機器事業者が、自らの意志で多くの事業者がフュージョンウェア型産業への拡大
という産業規模の課題に取り組み、サービス事業者と連携して、ネットワークの進化とい
う事態を自らの成長の機会とできること。そしてそれを NGN が社会基盤として支えてい
くという未来を、この報告書が描く最終的な目標と設定し、その実現を期待してやまない。

347

用語集
110 度 CS
東経 110 度に位置する通信衛星を用いた衛星放送。2002 年７月より本格放送を開始して
いる。

3GPP (3rd Generation Partnership Project)
第三世代携帯電話の仕様を検討、作成するための国際プロジェクトの一つ。NTT やソフ
トバンクの第三世代携帯電話の基礎技術となっている W-CDMA は、3GPP から生まれた成
果である。

API (Application Program Interface)
プログラム同士が利用し合う際の手順。

Amazon.com
1994 年に米国で設立された、世界最大のインターネット書店・通信販売サービス。2000
年には日本でのサービスも開始している。利用するには個人 ID を必要とし、自分や他者
の検索・購入履歴を基に推定された「レコメンデーション機能」を特徴とする。

ANI (Application Network Interface)
NGN における３つの接続インタフェースのひとつで、映像配信サーバやアプリケーショ
ンサーバなど、サービスを提供するサーバを接続するためのインタフェース。

ARPU (Average Revenue Per User)
通信事業における１加入者当たりの月間売上高。

ATIS (Alliance For Telecommunication Industry Solutions)
米国における ICT に関わる標準を策定する組織で、2004 年春に NGN 検討グループを設
置し、2006 年５月までに要求条件抽出、NGN 導入に向けたロードマップ、各標準化の差
分分析を実施した。
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CGM (Consumer Generated Media)
消費者自らが発信するメディアという意味で、具体的にはブログ、メールマガジン、SNS、
Web ページなどを通じて発信される。

CJK (Chinese, Japanese and Korean)
中国、日本、韓国の NGN などに関する検討グループ。

DRM (Digital Rights Management)
著作権デジタル管理機能。本来複製、利用が無制限に可能であるデジタルデータに、ビ
ジネスその他の要求によって課せられた、供給者と利用者の間の利用契約を担保するため
の技術的制限。

ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
欧州電気通信標準化機構

FMC (Fixed Mobile Convergence)
固定電話と携帯電話の融合という意味である。ひとつの端末に固定電話と携帯電話の機
能を融合したもので、IP ネットワークを利用して、宅内では固定電話として、屋外では携
帯電話として機能するもの。

FMS (Fixed Mobile Substitute)
ホームゾーンサービスとも呼ばれるサービスで、携帯電話事業者が FMC に対抗するサ
ービスとして導入した。加入者が自宅等のエリアから携帯電話を利用した際に、固定電話
並の料金に割り引くものである。

FTTC (Fiber To The Curb) あるいは FTTR (Fiber To The Remote Terminal)
光ファイバーを加入者の近くまで敷設し、屋内への配線を銅線で行う方式。集合住宅や
ビルなど光ファイバーの配線が困難な場合に採用される。

FTTH (Fiber To The Home)
加入者宅へ直接光ファイバーを引き込んで接続すること。
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Google
1998 年に米国で設立された、世界最大のインターネット検索エンジン企業。検索結果の
傾向などを基礎データとして検索の制度を上げていく独自の機能が特徴。検索結果画面に、
検索結果と連動して表示する広告などを収入源とするビジネスモデルを採る。

H.264
ITU-T、ISO が共同で規定した動画の圧縮方式のひとつ。携帯電話向けのワンセグ放送か
ら、ハイビジョン TV 放送などの高画質の動画まで幅広く採用されている。

HD (High Definition)
高解像度、高画質の意味で、高画質のテレビやその映像品質などを表す場合に用いられ
る。

HTML (HyperText Markup Language)
www の基本となる相互参照データの記述言語。

IMS (IP Multimedia Subsystem)
3GPP で策定された、音声、映像その他のデータを取り扱うためのシステム。

iPod
米国アップル社の開発、発売する携帯型音楽再生機のシリーズ名。最近の製品は、音楽
のみならず、図画や動画、ゲームなども再生することができる。携帯型音楽再生機市場で
は世界的なヒット商品で、日本市場でのシェアは約 50％である（2007 年末）。

IPTV (Internet Protocol Television)
IP ネットワークを利用してデジタル TV 放送を配信するサービス。

IPv4/6 (Internet Protocol Version 4/6)
IP プロトコルの種類。インターネットは各コンピュータに番号（IP アドレス）があるこ
とを前提にデータのやりとりを行うが、その番号が IPv4 では約 4.3×109 で、インターネッ
トに繋がる全ての機器に割り振るにはやがて不足するといわれてきた。IPv6 では、それに
対し、3.4×1038 まで拡張している。
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IP 再送信
IP ネットワークを利用して、TV 放送をリアルタイムで配信する仕組み。ケーブルテレ
ビが行っているような TV 放送の再送信を IP ネットワークを利用して行うもので、地上デ
ジタル放送の難視聴地域対策として期待されている。

IP プロトコル
インターネットでデータをやりとりするための仕組み。

ISDN (Integrated Services Digital Network)
電話やデータ通信を統合して行うことができるデジタル通信網。通常の電話線を用いた
ものが一般的で、64kbps の２本のチャンネルを用いて電話やデータ通信が可能である。一
部を除いて、今後ブロードバンド回線に代替されるとみられる。

ITU (International Telecommunication Union)
国際電気通信連合

Microsoft
1975 年創業の、世界最大のソフトウェア企業。設立当初は、黎明期にあったパソコン向
けに BASIC 言語を開発する企業であったが、これを世界中の企業に提供しているうちに、
言語系から OS そのものへと軸足を移し、1981 年には IBM が発売した IBM-PC の公式 OS
である PC-DOS の供給を担った。80 年代以降、IBM の互換 PC が普及する中で、PC-DOS
は業界全体の標準 OS に成長し、これを継いだ WindowsOS の成功で、マイクロソフトは
PC 界の業界標準を主導できる企業としての地位を確立した。

MVNO (Mobile Virtual Network Operator)
他の携帯電話事業者の通信インフラを借り受けて、無線通信のサービスを行う事業者。

NNI (Network Network Interface)
NGN における３つの接続インタフェースのひとつで、ネットワーク同士を接続するため
のインタフェース。
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OS (Operating System)
コンピュータに読み込まれ、利用者に利用されるための挙動を記述した、コンピュータ
システムの基礎プログラム。

Parlay-X
1998 年に設立された技術団体である Parlay グループが提唱する、ウェブサービスのため
の API。

PC (Personal Computer)
個人用コンピュータ。本来は普通名詞であるが、IBM が「IBM-PC」を発売したことか
ら固有名詞化し、現在では WindowsOS での利用を前提とした個人向けコンピュータシス
テムを指す言葉としても使われる。

PtoP (Peer to Peer)
不特定多数の PC が相互に接続され、直接ファイルなどのデータをやりとりすることが
可能な接続形態を意味する。

PLC (Power Line Communication)
電力線を利用してネットワークを構築する技術。電気のコンセントに PLC 用のモデムを
接続することにより PC などを接続することができる。ネットワーク用の配線をする必要
がなく LAN が構築できる。

PPV (Pay Per View)
ネットワークで映像などのデジタルコンテンツなどを利用する回数に応じて課金する方
式で、一般的にはたとえば映画を見た本数に応じて課金する仕組みを意味する。

PSTN (Public Switched Telephone Networks)
従来の一般的な電話回線のためのネットワーク。回線交換方式による接続が用いられて
いる。

QoS (Quality Of Service)
インターネットはそもそも「ベスト・エフォート」を基本原理としており、情報の送り
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手が意図したところに情報を送れるかどうかすら、確実ではない。QoS は、本来はこうし
たインターネット上で、事業者が速度や到達可能性などを何らかの手段で保証するサービ
スを指すが、しばしばその中でも速度保証サービスのことを指すものとして使われる。

SaaS (Software as a Service)
必要なソフトウェアだけを必要なときに、ユーザがネットワークを介してダウンロード
して利用する形態。

SDP (service Delivery Platform)
NGN におけるサービス提供のためのプラットフォームの総称。

SIP (Session Initiation Protocol)
クライアント間でセッションを確立するための、インターネット技術タスクフォースに
よって標準とされた通信プロトコル。

SLA (Service Level Agreement)
通信事業者が、利用者にサービスの品質を保証するために取り結ぶ契約。回線速度、遅
延時間、利用できなかった時間の取り扱いなどについて定め、保証できなかった場合の利
用料金の設定などについて取り決める。

SNI (Application Server-Network Interface)
各種アプリケーションサーバとネットワークを接続するためのインタフェース。

SOA (Service Oriented Architecture)
ソフトウェアを部品化し、呼び出す規約を標準化することで、大規模なサービスを構築
する方法。Web 上でソフトウェアをサービスとして提供する方法のひとつとして注目され
ている。

STB (Set Top Box)
TV に接続してサービスを受ける機能を有する機器。代表的な例としては、CATV で放送
などを受信する際に用いられているが、インターネット回線などに接続してサービスを受
けるものもある。
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TISPAN (Telecoms & Internet converged Services & Protocols for Advanced Networks)
「次世代ネットワーク向け電気通信・インターネット融合サービス及びプロトコル」の
意味で、ETSI 内のプロジェクト。

UNI (User Network Interface)
NGN における３つの接続インタフェースのひとつで、ユーザー端末とネットワークを接
続するためのインターフェース。

VDSL (Very high-bit-rate Digital Subscriber Line)
xDSL のひとつの種類で、一般的には集合住宅などで宅内まで光ファイバーを敷設する
ことが困難な場合に用いられる。この場合、電話局・建物間は高速な光ファイバーで接続
され、建物内を銅線で接続することが多い。

VoIP (Voice over Internet Protocol)
インターネット回線などの IP ネットワークを用いて電話を利用する技術である。インタ
ーネットを使った電話などに利用されている。

VPN (Virtual Private Network)
インターネットなどの公衆回線を専用回線的に利用するサービス、あるいはそれを実現
するためのソフトウェアやハードウェア。企業の拠点間ネットワークや、外部から企業ネ
ットワークに接続する場合用いられている。専用線を利用するよりもコスト低減が実現可
能で、セキュリティも確保される。

web2.0
ティム・オライリーらが提唱した、2002 年頃から出現した、利用者の挙動など環境変化
に応じて動的に内容を調整していくようなウェブページのこと。

WiFi (Wireless Fidelity)
無線 LAN の互換性を表す用語である。他社製品との互換性を保証し、IEEE802.11a、
802.11b の製品で、WiFi のマークがあれば、相互接続性が保証されている。
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WiMAX (World Interoperability For Microwave Access)
無線通信の規格で、屋外での利用を念頭におき、半径 50km、最大で 70Mbps の通信が可
能である。我が国でも 2008 年にはサービスが開始される予定である。

WindowsOS
米国マイクロソフト社が開発、販売する、OS のシリーズ名。1995 年に発売された
Windows95 が世界的なヒットとなり、全世界で、約 80％以上の圧倒的シェアを持つ。

www(World Wide Wev)
インターネット上で相互参照データを実現するプロジェクト、またはこの仕組みによっ
て生み出された情報空間全体。単に「ウェブ」と呼ばれることもある。その標準規格は www
コンソーシアムによって管理されている。データ単位は「（ウェブ）ページ」。インターネ
ット上で一般利用者に提供されるサービスの殆どがこの仕組みの上で実現できるため、し
ばしばインターネットそのものと混同されることがある。

xDSL
メタルケーブルによって高速デジタルデータ通信を行う技術。直接ブロードバンドイン
ターネットサービスにおいて、加入者宅へ光ファイバーを引き込む FTTH 以前の主力であ
った。

XML (Extensible Markup Language)
電子的に意味づけ、構造化された文書を表現するための技術。1998 年に www コンソー
シアムにより勧告され、現在ではインターネット上での表現方法として標準的な地位を獲
得するに至った。

YouTube
2005 年に米国で設立された、世界最大の動画共有サイト。利用者が自ら動画を投稿し、
それを他の利用者が見る仕組みで、世界的にユーザーを抱え、2007 年には日本の利用者も
1000 万人を越えたとされる。利用者による商業コンテンツの違法アップロードが問題にな
る一方で、米国では大手テレビ局 NBC など、日本では角川グループなどのコンテンツ企
業がその動画配信サービスとしての側面を重視し、公式メディアとして提携している。2006
年、Google の傘下に入った。
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アクトビラ
松下電器、So-net、ソニー、シャープ、東芝、日立の６社が協同出社して設立したテレ
ビポータルサービス（株）が提供する TV 向けのポータルサービス。TV 番組、ニュース・
天気予報などの情報のほか、有料コンテンツの配信も行っている。

インターネット
1960 年代の ARPANET に端を発した、LAN を相互に接続するためのプロジェクト。こ
れが世界規模のネットワークに発展した（これを、一般的なネットワークの相互接続と区
別するため、ジ・インターネットということがある）。NGN の技術基盤の多くはインター
ネットに拠っている。
オーバーレイネットワーク
下位層のネットワークの上に仮想的なリンクを形成するネットワーク。

クワドロプルプレイ／トリプルプレイ
通信事業者が、固定電話、ネットワーク接続、放送、携帯電話の４つのサービスをまと
めて提供すること。携帯電話のサービスを除いた３つのサービスを提供することをトリプ
ルプレイと称している。

個人情報保護法
正式名称は「個人情報の保護に関する法律」。個人情報を取り扱う事業者の義務について
規定している。

コンテンツ
意味がある情報、及び、それを電子的に記録したデータそのもの。例えば、音楽 CD の
場合、再生して聞こえる楽曲、またはその楽曲をあらわす音楽 CD 上のデジタルデータが
コンテンツである。

情報家電
情報を取り扱う家電製品。テレビやビデオなどのオーディオ・ビジュアル機器が典型だ
が、電子レンジのような比較的複雑で、コンピュータ内蔵型の機器は、潜在的にこの性質
を持っているとも言える。
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ストラタム
NGN で階層を表す用語。パケット転送機能をもつトランスポートストラタムやサービス
の制御を行うサービスストラタムがある。

通信の秘密
日本国憲法第 21 条２項に規定された国民の権利であり、電気通信事業法はこれを受けて
あらゆる者の義務として同法第４条１項でこれを規定する。

ネットワーク外部性
ネットワーク型サービスにおいて、加入者数の増加が、利用者の便益に正の効果を与え
るという現象のこと。経済学的には、規模の経済性、バンドワゴン効果などと同様の意味
を持ち、自由市場において必然的に独占化する性質（自然独占性）を示す。

ビジネスモデル
事業において、一定の利益を生み出すための仕組みのこと。例えば、出版物の場合、一
般書籍のように直接消費者に販売する収益に頼るビジネスモデルもあるが、雑誌のように
広告収入をこれに加えたもの、或いは全く広告収入のみに依存して頒布価格を無料にした
フリーペーパーなどもある。このように、同種の商品であっても、収益を確保するための
方法は多様に設計することができる。

フェムトセル
携帯電話のための家庭用小規模基地局。携帯電話でフェムトセルに接続すると、フェム
トセル以降は IP ネットワークを介して接続される。FMS を代替するものとして期待され
ている。

プライバシーマーク
JISQ15001 など個人情報保護関連条項を満たしている事業者に、財団法人日本情報処理
開発協会が付与するマークのこと。

（web）ブラウザ
www のウェブページを表示するソフトウェア。
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ブランド効果
消費者が、商品そのものの評価ではなく、商品に付随したメーカー名、産地などの情報
（ブランド）によって消費を決定すること。

ホームゲートウェイ
家庭内の多様な機器（PC、TV、電話など）を相互に接続し、ネットワークの違いを吸
収すると同時に、外部のネットワークとの接続の機能も果たす装置・システム。

マッシュアップ
複数の技術やコンテンツを複合化させることによって、新しいコンテンツ・データやサ
ービスを作り出すこと。
Web2.0 の代表的なサービスとして注目されている。Google や Yahoo、
Microsoft などが提供する地図サービス、Amazon が提供する商品情報などがこれに当たる。

マルチキャスト／ユニキャスト
ネットワークを通じて、複数の相手を指定して同じデータを送信することをマルチキャ
ストという。一方、特定の相手にのみデータを送信することを「ユニキャスト」という。
IP ネットワーク上では、複数のあて先を指定して一回データを送信するマルチキャストで
は、通信経路上のルータがあて先に応じて自動的にデータを複製してくれるので、回線に
負担をかけることなく配信することができるため、映像配信などに使われる。

メタデータ
メタデータは、当該のデータに関する情報である。メタデータの例としては、著者、作
成日、文書タイトル、キーワードなどがある。メタデータは、検索や情報の整理のために
特に有効である。

メタバース
メタバースとは、多人数が参加し、参加者がその中で自由に行動できるネットワーク上
に作成された仮想空間を表す用語である。メタバースは、インターネット上に構築される
多人数参加型の３次元仮想世界を表す用語として使われている。

メディア
英語の「媒介物」の意味。情報・コンテンツを運ぶ手段、インフラであったり（例：
「CD
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をメディアとした音楽ビジネス」）
、人と人とを結ぶ活動（例：「マスメディア」）であった
り、様々な意味を文脈によって表す。

モジュール（化）
機能単位に切り分けられた構造、及び、全体の構造が機能単位の自律的な構造の集合体
になっていくこと。

ユーザエクスペリエンス
ユーザがある製品やサービスを利用したときに得られる全体的な経験や満足など表す言
葉である。Web 上での商品やサービスなどの購入に際して使われることが多い。

ロックイン効果
消費者を囲い込むことによって、価格支配力を高め、収益を上げていく現象。一般的に、
消費者がある環境において活動していくことは、その成果がその環境に依存した形で蓄積
されることになる。この成果の環境依存性のために、消費者はその環境に囲い込むまれる
ことになる。例えば CD に加えてアナログレコードでも多くの楽曲を保有する消費者が、
CD プレイヤーだけでなくレコードプレイヤーをも購入しなくてはならないことは、この
好例である。
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