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C
ontents

ブロードバンド＆モバイル環境の普及や放送のデ
ジタル化を背景に放送と通信の融合・連携時代が訪
れつつあります。インターネットのオープン性を保
ちつつ，信頼性や安全性を飛躍的に向上させた次世
代ネットワーク（NGN:Next Generation Network）
は新たな社会基盤として重要な役割を果たすものと
位置づけられ，現在，急速にその導入が進められて
います。ますます多様化するユーザーの価値をネッ
トワークでつなぐことによって融合させ，新たな価
値を生み出していく――。それがユビキタス情報社
会を超えて展望される将来像と言えるでしょう。
日立グループは，このようなパラダイムシフトと
も呼べるような環境の変化の中で，これまでのネッ
トワーク分野での研究開発，製品提供，構築，運用実
績をベースとし，NGN関連のビジネスソリューション
や技術開発を推進しています。NGNは，データの伝
送（トランスポート）とサービスを分離し，トラン
スポートをIP（Internet Protocol）で統合化すること
によって，その上で実現されるサービス提供の自由
度が増すことにねらいがあります。トランスポート
分野では，放送と通信の融合・連携の進展により，
映像などリッチコンテンツのトラフィックが著しく
増えることが見通される中で，日立グループは，高
信頼，大容量かつ低電力消費の具現化技術の開発に
注力するとともに，サービス分野では，NGNで期待
される家庭向け，企業向けサービスを提供するため
のソリューション技術の開発に取り組んでいます。
今回の特集では，「放送と通信の融合・連携」と「社
会イノベーションの実現」をキーワードとして，日
立グループのNGNの実現に向けた最新の取り組みに
ついて紹介いたします。
はじめに，「放送と通信の融合・連携」の潮流を大
きな社会変化ととらえ，NGNで実現が期待されるサー
ビスとして，テレビから情報通信システム，サービ
スまで多岐にわたる事業領域をもつ日立グループの
トータルソリューションを紹介いたします（20ページ）。
そして，これらを支える研究開発の取り組み，特に
NGNの持つ広帯域性を生かした新サービスとして期
待されるIP放送サービス実現に向けた高精細映像提
供ソリューション技術を中心に解説しています（24

ページ）。
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続いて，NGNを構成するトランスポート（IPトラ
ンスポート，光トランスポート），アクセス（光アク
セス，無線アクセス）への対応として，IPトランス
ポート分野においては，高品質，高機能なIPネット
ワーク構築の要となる要素技術〔QoS（Quality of
Service），フロー制御など〕の標準化状況と開発（28

ページ），光トランスポート分野においては，ブロー
ドバンドアクセス〔FTTH（Fiber to the Home）〕加
入者の増大と映像サービスの普及により，光ネット
ワークの大容量伝送の需要が高まりつつある状況へ
の対応として，大容量，長距離伝送技術開発と製品
化への対応状況を詳述いたします（36ページ）。
さらに，光アクセス分野では，FTTH加入者を収
容し，トリプルプレイサービスを提供する次世代光
アクセスシステム技術開発と製品化，無線アクセス
分野としては，これまでに第三世代基地局
CDMA2000 1xEV-DOの提供を行ってきていますが，
現在双方向高速モバイルサービスの提供を可能とす
るような速度向上など新たな規格に対応したエンハ
ンスの開発状況について解説しています（40ページ）。
一方，NGNにより提供されるソリューションにつ
いては，まずソリューションを提供する基盤となる
サービスプラットフォーム（32ページ），さらにはその
サービスプラットフォーム上で，NGNの活用により
期待される家庭向け，企業向けソリューションのあ
り方と実現をめざし，評価中のソリューション技術に
ついて紹介いたします。家庭向けでは，映像提供サー
ビスなどNGNを介しシームレスに利用可能な環境が
期待されるホームネットワーク分野を（44ページ），企
業向けでは，現在社内への適用を進めていますワー
クスタイル改革など生産性の向上に寄与するNGN活
用ソリューション事例（IPテレフォニーソリューショ
ン）などをそれぞれ解説しています（48ページ）。
日立グループは，NGNを新たな社会基盤ととらえ，
ビジネス，ライフ，コミュニティの幅広い領域にお
いて，NGNを活用した高信頼，高機能なネットワー
クサービスを通し，お客様の最適価値uVALUEをお
客様とともに創造していくために，関連技術の開発
にいっそう注力していきます。本特集を読者の皆様
のご参考にしていただければ幸いです。

Message from the Planner



8 2006.02

放送と通信の融合・連携時代の
社会イノベーションを実現する
次世代ネットワークサービス
ブロードバンドの普及は情報流通量を飛躍的に増加させ，知の世界を拡大してき
た。グローバルに広がる知は，異なる知と出会い，融合し，連携することで，新たな
価値創造のステージをひらくイノベーションを生み出している。ビジネスモデル，個
人のライフスタイル，そして社会構造にも劇的な変化をもたらす知のコラボレーショ
ンをさらに深化させるもの，それが，多様な情報のネットワークをIPによって統合する
次世代ネットワーク，NGNである。
放送通信の融合・連携に象徴される，この水平拡大型ネットワークは，ネットワーク
の信頼性向上や新たなマルチメディアサービスの提供を可能にするだけでなく，時
間や場所の制約を超えたコミュニケーションの質的向上をもたらし，社会イノベー
ションを実現する。情報インフラを支えてきた日立グループ――その総合力と最新技
術が，NGNの発展にも貢献する。
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