
ＮＥＣのキャリアネットワーク事業戦略

ー ＮＧＮに向けたネットワークインフラ事業の取組み －

ＮＥＣのキャリアネットワーク事業戦略ＮＥＣのキャリアネットワーク事業戦略

ーー ＮＧＮＮＧＮに向けたネットワークインフラ事業に向けたネットワークインフラ事業のの取組み取組み －－

２００７年 ３月７日

日本電気株式会社

執行役員専務

広崎 膨太郎
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１．ＮＧＮ１．ＮＧＮへの取組みとＩＴへの取組みとＩＴ//ネットワークソリューション事業ネットワークソリューション事業

ＮＧＮを取り巻くＮＧＮを取り巻く市場市場環境環境

ＮＥＣの考えるビジネスの広がりＮＥＣの考えるビジネスの広がり

２２．．ＮＧＮに向けたＮＧＮに向けたキャリアキャリアネットワークネットワーク事業事業の成長戦略の成長戦略

キャリアキャリアネットワークネットワーク事業事業の位置づけの位置づけ

キャリアネットワーク事業の強みキャリアネットワーク事業の強み

事業ビジョン事業ビジョン
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ＮＧＮＮＧＮを取り巻くを取り巻く市場市場環境環境

オールデジタル・オールＩＰ化の進展オールデジタル・オールＩＰ化の進展
ＮＧＮＮＧＮ

業界の垣根を越えた業界の垣根を越えた

新しい事業モデルの新しい事業モデルの

可能性可能性

通信事業者通信事業者通信事業者

更なるサービス拡大追求更なるサービス拡大追求

新しい事業モデルの追求新しい事業モデルの追求 固定固定系系通信通信

移動系通信移動系通信

サービス事業者サービス事業者サービス事業者
放送事業者放送事業者放送事業者

地上波地上波//衛星放送衛星放送

ＣＡＴＶＣＡＴＶ

コンテンツ業者コンテンツ業者コンテンツ業者

ネットワークベンダネットワークベンダネットワークベンダ

インターネット 通信機器

Ｆｉｘｅｄ Ｍｏｂｉｌｅ ＩＴベンダＩＴベンダＩＴベンダ

標準化組織標準化組織標準化組織

家電ベンダー家電ベンダー家電ベンダー

帯域フリー帯域フリー メディアフリーメディアフリー プロトコルフリープロトコルフリー ロケーションフリーロケーションフリー

http://www.google.co.jp/webhp?hl=ja
http://www.ericsson.com/
http://www.ibm.com/jp/
http://www.etsi.org/
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ＮＧＮとはＮＧＮとは

モバイルモバイル
ＷＷｉｉＦＦｉｉ，，
ＷｉＭａｘＷｉＭａｘ

ｘＤＳＬｘＤＳＬ

ＮＧＮの特徴ＮＧＮの特徴：新しい事業モデル（サービス）構築の：新しい事業モデル（サービス）構築の柔軟性柔軟性

オールＩＰネットワークオールＩＰネットワーク ：： ２レイヤ構造（トランスポート層とサービス層）２レイヤ構造（トランスポート層とサービス層）

オープンスタンダードオープンスタンダード ：： インターフェイスポイント（サービスの導入・拡張性）インターフェイスポイント（サービスの導入・拡張性）

ＦＴＴＨＦＴＴＨ

アプリ
ケーション

ネットワーク
インフラ

ＰＳＴＮＰＳＴＮ

－－ 従来従来 －－ －－ ＮＧＮ導入ＮＧＮ導入 －－

ネットワークインフラ
（トランスポート）

光ＩＰトランスポート光ＩＰトランスポート

サービス・プラットフォーム

ＳＤＰＳＤＰ
（サービス提供基盤）（サービス提供基盤）

ＩＭＳＩＭＳ//ＭＭＤＭＭＤ
（ネットワーク制御基盤）（ネットワーク制御基盤）

サービスアプリケーションサービスアプリケーション

モバイルモバイル
ＷＩＦＩ，ＷＩＦＩ，
ＷｉＭａｘＷｉＭａｘ

ｘＤＳＬｘＤＳＬ ＦＴＴＨＦＴＴＨ

多様なサービスの効率的導入多様なサービスの効率的導入（ＡＮＩ）

ネットワーク間の責任分担ネットワーク間の責任分担の明確化の明確化によるによる
相互接続相互接続（ＮＮＩ）

シームレス・サービスシームレス・サービス（ＵＮＩ）

ネットワークの管理機能ネットワークの管理機能
（（ＱｏＳ完備ＱｏＳ完備、、ＳＬＡによるＳＬＡによる品質確保）品質確保）

安心・安全（エンドユーザ）安心・安全（エンドユーザ）

ベストエフォートが前提ベストエフォートが前提

全体のネットワーク管理者不在全体のネットワーク管理者不在
（（ネットワークをネットワークをまたがるまたがる通信品質ルール不在通信品質ルール不在））

ユーザのセキュリティ責任ユーザのセキュリティ責任

ネットワーク利用の手軽さ（エンドユーザ）ネットワーク利用の手軽さ（エンドユーザ）

ＮＧＮＮＧＮ

インターネットインターネット

ＮＧＮとインターネットの違いＮＧＮとインターネットの違い

ＡＮＩＡＮＩ

アプリ
ケーション

ネットワーク
インフラ

アプリ
ケーション

ネットワーク
インフラ

アプリ
ケーション

ネットワーク
インフラ

ＮＮＩＮＮＩＵＮＩＵＮＩ

• ＡＮＩ： Application Network Interface 
• ＮＮＩ： Network-Network Interface
• ＵＮＩ： User Network Interface

• ＳＤＰ： Service Delivery Platform
• ＩＭＳ： IP Multimedia Subsystem
• ＭＭＤ： Multimedia Domain

トランスポートトランスポート制御基盤制御基盤
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ＮＥＣの考えるビジネスの広がりＮＥＣの考えるビジネスの広がり

ＩＴとＩＴとネットワークの融合が新たなビジネスの広がりを創出ネットワークの融合が新たなビジネスの広がりを創出

～～ ロングテールを指向したＢ２Ｂ２Ｃモデルへロングテールを指向したＢ２Ｂ２Ｃモデルへ ～～

ネットワークインフラ
光ＩＰネットワーク、光アクセス、

ワイヤレスアクセス（３Ｇ，ＷｉＭＡＸ）

ネットワークインフラ
光ＩＰネットワーク、光アクセス、

ワイヤレスアクセス（３Ｇ，ＷｉＭＡＸ）

サービスプラットフォーム
認証、課金、ユビキタス基盤、

情報活用/管理基盤（映像等）・・・

サービスプラットフォームサービスプラットフォーム
認証、課金、ユビキタス基盤、認証、課金、ユビキタス基盤、

情報活用情報活用//管理基盤（映像等）・・・管理基盤（映像等）・・・

企業 個人 社会

ＮＧＮＮＧＮサービスアプリケーションサービスアプリケーションサービスアプリケーション

ＮＧＮＮＧＮ関連ビジネス領域関連ビジネス領域

新しいビジネスチャンスが発生する事で新しいビジネスチャンスが発生する事で
サービスプロバイダ事業領域が拡大サービスプロバイダ事業領域が拡大

ＩＴ

便利
快適

ＮＷ

安心
安全

いつでもどこでも安全につながる環境といつでもどこでも安全につながる環境と
コストパフォーマンスの高い高速通信コストパフォーマンスの高い高速通信
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ＮＥＣはビジネス革新のパートナーにＮＥＣはビジネス革新のパートナーに

キャリアキャリア ：：コラボレーションコラボレーションによるＷｉｎによるＷｉｎ--Ｗｉｎシナリオの構築とＷｉｎシナリオの構築と新サービス創造新サービス創造

ベンダーベンダー ：：ＩＴとネットワークの融合でビジネス革新のパートナーにＩＴとネットワークの融合でビジネス革新のパートナーに

コンシューマ 企業 社会

サービスアプリケーションサービスアプリケーション

通信事業者 企業・官公 ISP・ASP
仮想

通信事業者

サービス提供サービス提供

トランスポート基盤トランスポート基盤

ネットワークサービス制御基盤ネットワークサービス制御基盤

サービス提供基盤サービス提供基盤

オープンオープン
インターフェースインターフェース

IT

Network

サービスサービス

システムシステム

コラボレーションコラボレーション
オープンオープン

インターフェースインターフェース

オープンオープン
インターフェースインターフェース
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１．ＮＥＣのＮＧＮ１．ＮＥＣのＮＧＮへの取組みとＩＴへの取組みとＩＴ//ネットワークソリューション事業ネットワークソリューション事業

ＮＧＮを取り巻くＮＧＮを取り巻く市場市場環境環境

ＮＥＣの考えるビジネスの広がりＮＥＣの考えるビジネスの広がり

２２．．ＮＧＮに向けたＮＧＮに向けたキャリアキャリアネットワークネットワーク事業事業の成長戦略の成長戦略

キャリアキャリアネットワークネットワーク事業事業の位置づけの位置づけ

キャリアネットワーク事業の強みキャリアネットワーク事業の強み

事業ビジョン事業ビジョン
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キャリアネットワーク事業の概要キャリアネットワーク事業の概要

9929

人員人員 ：約１００００人：約１００００人

キャリアネットワーク事業関連拠点キャリアネットワーク事業関連拠点

国内国内 ：１２社：１２社

海外海外 ：２７社：２７社

事業領域事業領域

経営資源経営資源

売上規模売上規模

キャリアキャリア
ネットワークネットワーク
（約７０％）（約７０％）

企業企業
ネットワークネットワーク

－－ ネットワークシステムネットワークシステム//キャリアネットワークキャリアネットワーク売上売上 －－

０６０６//０３０３

（実績）（実績）

９９２９億円９９２９億円

約30%

約70%

海外向け海外向け

国内向け国内向け

－－ 国内国内//海外出荷海外出荷比率比率 －－

ネットワークネットワーク
システムシステム

サ
ー

ビ
ス

・
サ

ー
ビ

ス
・

プ
ラ

ッ
ト
フ

ォ
ー

ム
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

イ
ン

フ
ラ

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

イ
ン

フ
ラ

（
ト
ラ

ン
ス

ポ
ー

ト
）

（
ト
ラ

ン
ス

ポ
ー

ト
）

サービスアプリケーションサービスアプリケーション

アクセスアクセス
（（モバイル、ＷｉＦｉモバイル、ＷｉＦｉ//ＷｉＭＡＸ、ｘＤＳＬ、ＦＴＴＨＷｉＭＡＸ、ｘＤＳＬ、ＦＴＴＨ））

光ＩＰトランスポート光ＩＰトランスポート

端末端末

ＩＭＳＩＭＳ//ＭＭＤＭＭＤ

（ネットワーク制御基盤）（ネットワーク制御基盤）

企業ネットワーク企業ネットワーク

ＳＤＰＳＤＰ
（サービス提供基盤）（サービス提供基盤）

キャリアネットワークキャリアネットワーク
事業領域事業領域

トランスポートトランスポート制御基盤制御基盤
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キャリアネットワーク事業の事業環境（キャリアネットワーク事業の事業環境（市場規模市場規模））

国内市場規模国内市場規模

0

5,000

10,000

15,000

20,000

’０５ ’０６ ’０７ ’０８ ’０９

海外市場規模海外市場規模

0

5

10

15

20

’０５ ’０６ ’０７ ’０８ ’０９

（億円）（億円） （兆円）（兆円）

国内市場国内市場 ：ＮＧＮに向けたサービス競争・インフラ配備により成長傾向：ＮＧＮに向けたサービス競争・インフラ配備により成長傾向

海外市場海外市場 ：先進市場の回復、エマージング市場の成長堅調：先進市場の回復、エマージング市場の成長堅調

ＣＡＧＲ：３％ＣＡＧＲ：３％
（‘０６～’０９）（‘０６～’０９）

ＣＡＧＲ：５％ＣＡＧＲ：５％
（‘０６～’０９）（‘０６～’０９）

ＮＧＮ比率ＮＧＮ比率
３０～４０％３０～４０％

新サービス新サービス
関連需要の関連需要の

拡大拡大

サービスサービスプラットフォームプラットフォーム関連関連

ネットワークインフラ関連ネットワークインフラ関連

ＮＥＣ推定ＮＥＣ推定 ＮＥＣ推定ＮＥＣ推定
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キャリアネットワーク事業の強みキャリアネットワーク事業の強み

トータルソリューション構築力トータルソリューション構築力
インフラ～サービスアプリケーションまでインフラ～サービスアプリケーションまで
フルライン・フルレイヤでの対応力フルライン・フルレイヤでの対応力

ＮＧＮ先進国日本市場でのＮｏ．１ポジションＮＧＮ先進国日本市場でのＮｏ．１ポジション

サービスプラットフォームにおける開発力と実績サービスプラットフォームにおける開発力と実績

ＮＧＮを先取りしたテクノロジー・イノベーションＮＧＮを先取りしたテクノロジー・イノベーション

海外市場でのプレゼンス海外市場でのプレゼンス

キャリアネットワーク事業の強みキャリアネットワーク事業の強み

ＮＧＮ時代における事業成長のドライビングフォースＮＧＮ時代における事業成長のドライビングフォース
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ＮＥＣの強み：フルライン・フルレイヤでのＮＥＣの強み：フルライン・フルレイヤでのソリューション・ソリューション・ラインナップラインナップ

公衆網公衆網
マイグレーションマイグレーション

ＦＭＣＦＭＣ トリプルプレイトリプルプレイ
ノントラフィックノントラフィック

ビジネスビジネス
ＣＡＰＥＸＣＡＰＥＸ//

ＯＰＥＸ削減ＯＰＥＸ削減

中継中継

トランスポートトランスポート
制御制御

アクセスアクセス

経営システム経営システム

ＳＤＰＳＤＰ

ＩＭＳＩＭＳ//ＭＭＤＭＭＤ

ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト

ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト

端末端末

ＶｏＩＰ
ソリューション

（次世代ＳＩＰ/ＩＭＳ等）

映像系
ソリューション

データＧＷ系
ソリューション

ＮＷ管理系ソリューション

ビジネス基盤
ソリューション

ブロードバンド・アクセス（ＰＯＮ，ｘＤＳＬ，ＡＧＷ）

スイッチ・ルータ

光ＩＰトランスポート

モバイル・アクセス，ＷｉＦｉ，ＷｉＭＡＸ

携帯端末

ＳＴＢ固定端末 固定端末

総合ビリングソリューション

垂
直
統
合
型
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

垂
直
統
合
型
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

水平展開型ソリューション水平展開型ソリューション

トランスポートからサービスまでトータル・ソリューションを提供可能トランスポートからサービスまでトータル・ソリューションを提供可能

サービスサービス
ＰＦソリューションＰＦソリューション

ネットワークネットワーク
インフラインフラ

ソリューションソリューション

ＱｏＳ、アクセス認証
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ＮＥＣの強み：ＮＥＣの強み：ＮＧＮ先進国日本市場でのＮｏ．１ポジションＮＧＮ先進国日本市場でのＮｏ．１ポジション

39%

20%

16%

13%
3%6%

3%

34%

27%

19%

7%

13%

Ｐ社Ｐ社

国内ＷＣＤＭＡ基地局国内ＷＣＤＭＡ基地局（＊＊）（＊＊）国内固定系通信機器・装置国内固定系通信機器・装置（＊）（＊）

Ｆ社Ｆ社
Ｈ社Ｈ社Ｍ社Ｍ社

Ｃ社Ｃ社

Ｏ社Ｏ社

その他その他

Ｆ社Ｆ社

Ｅ社Ｅ社

光伝送装置光伝送装置
ネットワーク関連機器ネットワーク関連機器
（ルータ、スイッチ、ブロードバンドアクセス（ルータ、スイッチ、ブロードバンドアクセス 等）等）
ＶｏＩＰ関連機器（通信事業者向け、企業向け）ＶｏＩＰ関連機器（通信事業者向け、企業向け）
ＶＰＮＶＰＮ//セキュリティ機器セキュリティ機器

（＊）（＊） 富士キメラ総研富士キメラ総研 ２００６２００６

（＊＊）（＊＊） ＭＣＡＭＣＡ ２００６２００６

その他その他

No.1No.1No.1No.1
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ＮＥＣの強み：サービスプラットフォームにおける開発力と実績ＮＥＣの強み：サービスプラットフォームにおける開発力と実績

国内キャリア向けソフトスイッチシェア国内キャリア向けソフトスイッチシェア（＊）（＊）

30%

15%
55%

その他その他キャリアグレードサービスをキャリアグレードサービスを実現する実現する

システムインテグレート力システムインテグレート力（先行実績）（先行実績）

ユニバーサルサービス事業ユニバーサルサービス事業

（局用交換機（局用交換機事業事業）で培ったノウハウ）で培ったノウハウ

資産資産の保有とソフトウェアへの適用の保有とソフトウェアへの適用

オールＮＥＣのソフトウェア開発力オールＮＥＣのソフトウェア開発力

ＩＴソリューション系ソフトリソースの活用ＩＴソリューション系ソフトリソースの活用

→→ ソフトウェア開発力で競合ソフトウェア開発力で競合
ネットワーク専業ベンダをリードネットワーク専業ベンダをリード

ＩＴＩＴ競合ベンダにない豊富な競合ベンダにない豊富な
ネットワークネットワーク事業ノウハウ事業ノウハウ保有保有

ＩＴ・ネットワーク融合領域の強みＩＴ・ネットワーク融合領域の強み

＋＋
ＩＴソリューション系ＩＴソリューション系

ソフトウェアソフトウェア

開発リソース開発リソースソフトウェアソフトウェア
約７割約７割

ハードウェアハードウェア

Ｏ社Ｏ社

開発要員開発要員
約１００００人約１００００人

以上以上

（＊）（＊） 富士キメラ総研富士キメラ総研 ２００６２００６

No.1No.1

キャリアネットワーク事業開発リソースにキャリアネットワーク事業開発リソースに
おけるソフトウェア人員比率おけるソフトウェア人員比率

（２００６年度見込、協力会社含む）（２００６年度見込、協力会社含む）
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ＮＥＣの強み：ＮＥＣの強み：ＮＧＮを先取りしたテクノロジーイノベーションＮＧＮを先取りしたテクノロジーイノベーション

最先端光通信技術の製品実用化：最先端光通信技術の製品実用化：“ＤＷＤＭ４２００シリーズ”“ＤＷＤＭ４２００シリーズ”

４０Ｇｂｐｓ光伝送、最大波長多重８０波４０Ｇｂｐｓ光伝送、最大波長多重８０波

波長クロスコネクト、ＧＭＰＬＳ対応波長クロスコネクト、ＧＭＰＬＳ対応

無線通信無線通信//光通信技術の融合：光通信技術の融合：“超小型ＷＣＤＭＡ基地局”“超小型ＷＣＤＭＡ基地局”

光ファイバー導入によるアンテナ部分の延長光ファイバー導入によるアンテナ部分の延長

各モバイル通信事業者にて導入各モバイル通信事業者にて導入

キャリアグレードで培ったＩＰ技術の応用キャリアグレードで培ったＩＰ技術の応用：：““ルータルータ・スイッチ”・スイッチ”

通信事業者用交換機で培った技術のＩＰ適用通信事業者用交換機で培った技術のＩＰ適用

ジュニパーネットワークス、アラクサラとの共同開発ジュニパーネットワークス、アラクサラとの共同開発

テクノロジーテクノロジー・・イノベーションが生み出すネットワーク製品イノベーションが生み出すネットワーク製品

サービスアプリケーションサービスアプリケーション

ネットワークインフラ
（トランスポート）

モバイルモバイル
ＷＷｉｉＦＦｉｉ，，
ＷｉＭａｘＷｉＭａｘ

ｘＤＳＬｘＤＳＬ ＦＴＴＨＦＴＴＨ

光ＩＰトランスポート光ＩＰトランスポート

サービス
プラットフォーム

ＳＤＰＳＤＰ
（サービス提供基盤）（サービス提供基盤）

ＩＭＳＩＭＳ//ＭＭＤＭＭＤ

（ネットワーク制御基盤）（ネットワーク制御基盤）

光ファイバー

キャリアグレードのソフト開発力キャリアグレードのソフト開発力：：““ＮＣ９０００ＮＣ９０００//７０００７０００//５０００５０００シリーズシリーズ””

主要通信事業者の採用実績主要通信事業者の採用実績

９９．９９９９％の信頼性実現９９．９９９９％の信頼性実現

ａＴＣＡ、ＵＮＩＸ対応ａＴＣＡ、ＵＮＩＸ対応

トランスポート制御基盤トランスポート制御基盤
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ＮＧＮ時代を支えるＮＥＣの研究開発ＮＧＮ時代を支えるＮＥＣの研究開発

トランスポート
４０Ｇｂ４０Ｇｂ//ｓｓ ＤＷＤＭＤＷＤＭ長距離光通信システム長距離光通信システム
光光ＩＰＩＰ連携連携ＮＷＮＷ制御システム制御システム
ＮＷ系ＮＷ系ＳｉＳｉフォトニクスフォトニクス
高性能セキュリティプラットフォーム高性能セキュリティプラットフォーム
量子暗号ネットワーク量子暗号ネットワーク

サービスプラットフォーム
サービス統合環境サービス統合環境
マルチメディアマルチメディアＰｕｓｈＰｕｓｈ to to ＴａｌｋＴａｌｋ
高品位マルチキャスト放送システム高品位マルチキャスト放送システム
障害予兆検出マイニング障害予兆検出マイニング
大規模大規模ＮＷＮＷ品質劣化箇所推定品質劣化箇所推定

端末機器
マルチコアプロセッサマルチコアプロセッサ
バイオプラスチックバイオプラスチック

企業ＩＴ・ネットワークシステム

ＶｏＩＰＶｏＩＰ通話品質向上技術通話品質向上技術

ＶｏＩＰＶｏＩＰセキュリティセキュリティ
モバイル電子チケット基盤モバイル電子チケット基盤

－ シリコンフォトニクスによる光集積回路技術 －

フォトニクスにシリコン技術を融合させて
光部品を大幅に小型化

将来のＮＷ機器
現在のＮＷ機器

50 mm

50 nm

Ｓｉ細線導波路によるＡＷＧ

大きさ1/1000

ワンチップOADM

電源ユニット

30 cm

LDユニット

小型
省エネ
低コスト

＊ 本研究は、ＮＥＤＯフォトニックＮＷデバイスＰＪの一環として、
東京大学と共同で研究を進めています

ＯＡＤＭ： Optical Add/Drop Multiplexer
ＡＷＧ： Arrayed Waveguide Grating

従来の石英系光導波路によるＡＷＧ
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ＮＥＣの強み：海外市場でのプレゼンスＮＥＣの強み：海外市場でのプレゼンス

マイクロ波伝送装置マイクロ波伝送装置 １５０カ国１５０カ国

パソリンクパソリンク １２３１２３カ国カ国

光伝送装置光伝送装置 １０５カ国１０５カ国

局用交換機局用交換機 ７１カ国７１カ国

ＷＣＤＭＡＷＣＤＭＡ ３０カ国３０カ国

ｉモードサービスｉモードサービス ９カ国９カ国

ＮＥＣ主要ネットワーク製品の納入実績ＮＥＣ主要ネットワーク製品の納入実績

先進市場先進市場 エマージング市場エマージング市場
（ＢＲＩＣｓ等）（ＢＲＩＣｓ等）

グローバル市場での実績・カスタマーベースグローバル市場での実績・カスタマーベースのの活用活用

グローバル仕様の製品群によるソリューション提案グローバル仕様の製品群によるソリューション提案
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海外市場におけるＮＧＮに向けた取組状況海外市場におけるＮＧＮに向けた取組状況

－ ＮＧＮ領域におけるアライアンス －

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト

ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト

IMSIMS

IPTV
IPTV

PP STN
STN

Em
ulation

Em
ulation

PSPSTNTN
SimulationSimulation IPTVIPTV

ワイヤレスワイヤレス

ローエンド光ローエンド光 ハイエンド光ハイエンド光

GG--PON/DSLPON/DSL

Mobile WiMAXMobile WiMAX

V5.2 AGWV5.2 AGW

3G3G，，LTELTE

ルータ・スイッチルータ・スイッチ

ＩＭＳベース市場ＩＭＳベース市場
ハイエンド市場ハイエンド市場

ＰｒｅＰｒｅ--//ＮｏｎＮｏｎ--ＩＭＳ市場ＩＭＳ市場
ローエンド光、ＮＢアクセス市場ローエンド光、ＮＢアクセス市場

アライアンス製品アライアンス製品 自製製品自製製品

海外市場海外市場 日本市場日本市場

４２５局４２５局

４９３３局４９３３局
２３６局２３６局

１４３６局１４３６局

パソリンクパソリンク
納入納入

＊＊局＊＊局
ＮＥＡＸ６１ＮＥＡＸ６１
納入納入

－ グローバル・カスタマー・ベース －
局用交換機、パソリンク納入状況

55

32

43

29

37

24

17

12 11
7

5
3 4

2 3 2

インフラ納入

サービス開始

Ericsson
Nokia

SAG/NEC
Nortel

Alcatel
Huawei Lucent

Motorola

－ ３Ｇインフラ納入状況 －
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中期事業ビジョン中期事業ビジョン

約
7,000

約
10,000

’０６

（見込）

中期

（見込）

（億円）

国内国内

海外海外

ＮＧＮＮＧＮ

３５３５～４０～４０％％

３３５５～４０％～４０％

中期目標中期目標
４０％成長４０％成長

キャリアネットワーク事業の売上キャリアネットワーク事業の売上

ＮＧＮ市場でのグローバルメジャープレイヤーＮＧＮ市場でのグローバルメジャープレイヤー

（国内では圧倒的Ｎｏ．１）（国内では圧倒的Ｎｏ．１）

• 重点キャリア顧客（国内・海外）のＮＧＮ構築の

ベストパートナー

• ＮＧＮ重点製品のグローバルトップサプライヤー

ビジネスモデルの改革によるビジネスモデルの改革による強い事業体強い事業体

• ソフトウェア事業モデル

• 共通プラットフォームによる製品開発

• グローバル事業体制と事業展開（重点顧客）

• アライアンス戦略

中期事業ビジョン中期事業ビジョン

０７０７//３３
（見込）（見込）

中期中期
（見込）（見込）
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ＮＧＮトランスポート製品ロードマップＮＧＮトランスポート製品ロードマップ

ＭＳＰＭＳＰ

エッジエッジ

コアコア

ＭＲＦＭＲＦ

ハンドラハンドラ

ＦＴＴＨ（端末）ＦＴＴＨ（端末）

ＶＤＳＬ（端末）ＶＤＳＬ（端末）

ＲＡＮＲＡＮ

ＷｉＭＡＸＷｉＭＡＸ

ＦＷＡＦＷＡ ＰａｓｏｌｉｎｋＰａｓｏｌｉｎｋ

ＣＮＣＮ

モバイルモバイル ＷＣＤＭＡＷＣＤＭＡ

０７年度０７年度 ０８年度０８年度 ０９年度０９年度

ＲＯＡＤＭＲＯＡＤＭ

ＳＡＳＳＡＳ

ＭＧＭＧ

ＭＳＡＮＭＳＡＮ

ＤＷ４２００ＤＷ４２００

ＵＮ５０００ＵＮ５０００

ＣＸ２６００ＣＸ２６００

ＡｌａｘａｌＡＡｌａｘａｌＡ

ＪｕｎｉｐｅｒＪｕｎｉｐｅｒ

ＣＸ８０００ＣＸ８０００

ＡＭ３１１０ＡＭ３１１０

光光
トランスポートトランスポート

ルータ・ルータ・
スイッチスイッチ

メディア処理メディア処理

ブロードブロード
バンドバンド

アクセスアクセス

ＣＥＳＣＥＳ,,ＰＯＮＰＯＮ
ＷＤＭＷＤＭＭＰＬＳＭＰＬＳ

音声音声//映像ＩＶＲ映像ＩＶＲ 音声認識音声認識//合成合成

ＩＰｓｅｃＩＰｓｅｃ

ＤＳＬＤＳＬ//ＧＰＯＮＧＰＯＮ//ＰＯＴＳＰＯＴＳ

ＨＧＷＨＧＷ//３波対応３波対応

ＨＡＨＡ

λλＰＯＮＰＯＮ//１０ＧｂＥ１０ＧｂＥ

ＨＧＷＨＧＷ マルチキャストマルチキャストＶＤＳＬ２＋ＶＤＳＬ２＋

光インターフェース光インターフェース//ＭＵＸＭＵＸ 光ＩＰインタフェース光ＩＰインタフェース

ＬＴＥＬＴＥ

モバイルＷｉＭＡＸモバイルＷｉＭＡＸ

ルータ機能ルータ機能

ＭＲＦＭＲＦ

市場競争力ある製品群を更に機能拡張・グレードアップ市場競争力ある製品群を更に機能拡張・グレードアップ

ＯＮＵＯＮＵ

ロードバランサロードバランサ

ＷｉＭＡＸＷｉＭＡＸ

Ｉ－ＢＧＦＩ－ＢＧＦ

ＳＢＣＳＢＣ

マルチキャストマルチキャスト Ｌ７Ｌ７ １００１００GG
Ｅ－ＯＡＭＥ－ＯＡＭ ＰＢＢＰＢＢ,,ＰＢＴＰＢＴ

ＲｉｎｇＲｉｎｇ ＳＢＣＳＢＣ ＩＰｓｅｃＩＰｓｅｃ モバイル連携モバイル連携

広帯域映像配信広帯域映像配信

ＩＭＳ連携ＩＭＳ連携ＳＡＳ連携ＳＡＳ連携

ＭＧＷＭＧＷ トラヒック制御トラヒック制御

４０Ｇ４０Ｇ
ＧＭＰＬＳＧＭＰＬＳ

マルチＲＰＲ、ハイブリッドＳＷマルチＲＰＲ、ハイブリッドＳＷ

１００Ｇ１００Ｇ

ＧＭＰＬＳＧＭＰＬＳＲＰＲＲＰＲ

ＷＸＣＷＸＣ

ＳＡＥＳＡＥ
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ＮＧＮＮＧＮソフトウェア製品ソフトウェア製品

ネットワークインフラネットワークインフラ （トランスポート）（トランスポート）

光ＩＰトランスポート光ＩＰトランスポート

サービス・プラットフォームサービス・プラットフォーム

ＳＤＰＳＤＰ （サービス提供基盤）（サービス提供基盤）

ＩＭＳＩＭＳ//ＭＭＤＭＭＤ （ネットワーク制御基盤）（ネットワーク制御基盤）

サービスアプリケーションサービスアプリケーション

モバイルモバイル
ＷＩＦＩ，ＷＩＦＩ，
ＷｉＭａｘＷｉＭａｘ

ｘＤＳＬｘＤＳＬ ＦＴＴＨＦＴＴＨ

サービスＡＰ基盤サービスＡＰ基盤情報活用情報活用//管理基盤管理基盤 ユビキタス基盤ユビキタス基盤

ネットワークサービス基盤ネットワークサービス基盤

ｺｰﾙ
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

メッセージング プレゼンス
メディア
リソース

・・・

セッション制御 呼制御 ・・・他網接続

トランスポート制御基盤トランスポート制御基盤

ＱｏＳ制御 アクセス認証 ・・・

ＩＴ・ネットワーク融合に向けた中核製品ＩＴ・ネットワーク融合に向けた中核製品

全レイヤの製品体系化は他社より先行全レイヤの製品体系化は他社より先行

ＮＣ５０００シリーズＮＣ５０００シリーズ
高品質高品質、、安心・安全を安心・安全を実現実現するトランスポート制御するトランスポート制御

ＮＣ９０００シリーズＮＣ９０００シリーズと連携し、サービス毎に帯域確保やと連携し、サービス毎に帯域確保や
優先制御の制御情報を決定し、優先制御の制御情報を決定し、トランスポート・ノードトランスポート・ノードに対してに対して
ＱｏＳ制御ＱｏＳ制御

ＮＣ７０００シリーズＮＣ７０００シリーズ
効率的なサービス開発・運用効率的なサービス開発・運用

長年の通信ｻｰﾋﾞｽ開発の長年の通信ｻｰﾋﾞｽ開発のノウハウノウハウをを４４種類の種類の
コンポーネントコンポーネントとして提供として提供

ＮＣ９０００シリーズＮＣ９０００シリーズ
ＮＧＮ／ＩＭＳに対応したＳＩＰ呼制御基盤ソフトを搭載ＮＧＮ／ＩＭＳに対応したＳＩＰ呼制御基盤ソフトを搭載

既存のＳＩＰサーバ等で実績を積んだ高信頼性ミドルを更に発展既存のＳＩＰサーバ等で実績を積んだ高信頼性ミドルを更に発展

アジア、欧州、米国を結んだ相互接続検証試験アジア、欧州、米国を結んだ相互接続検証試験
ＧＭＩＧＭＩ（（Global MSF InteroperabilityGlobal MSF Interoperability））

２００６年９月２００６年９月

２００６年５月２００６年５月

ＮＥＷＮＥＷ
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ＮＧＮＮＧＮソフトウェア製品ソフトウェア製品ロードマップロードマップ

ＮＣ７０００－ＣＣＮＣ７０００－ＣＣ 呼接続制御呼接続制御

ＮＣ７０００ーＰＲＮＣ７０００ーＰＲ プレゼンスプレゼンス

ＳＤＰＳＤＰ
ＮＣ７０００－ＭＳＮＣ７０００－ＭＳ メッセージングメッセージング

ＮＣ７０００－ＭＲＮＣ７０００－ＭＲ メディアリソースメディアリソース

ＮＣ９０００－ＳＳＮＣ９０００－ＳＳ
セッション呼制御セッション呼制御
（（ＳＩＰＳＩＰ））

ＮＣ５０００－ＰＤＮＣ５０００－ＰＤ ＱｏＳ制御ＱｏＳ制御

ＮＣ５０００－ＮＳＮＣ５０００－ＮＳ

ＮＣ９０００－ＳＣＮＣ９０００－ＳＣ//ＰＣＰＣ
呼状態制御呼状態制御
（Ｓ－（Ｓ－ＣＳＣＦＣＳＣＦ／Ｐ－ＣＳＣＦ）／Ｐ－ＣＳＣＦ）

ＮＣ９０００－ＨＳＮＣ９０００－ＨＳ//ＳＦＳＦ
加入者管理加入者管理
（（ＨＳＨＳＳ／ＳＬＦ）Ｓ／ＳＬＦ）

アクセス認証アクセス認証

０７年度０７年度 ０８年度０８年度 ０９年度０９年度

ＩＭＳＩＭＳ//
ＭＭＤＭＭＤ

ネットネット

ワークワーク

制御制御

市場ニーズに対応したサービス機能の拡張市場ニーズに対応したサービス機能の拡張

基基
本本
機機
能能

標準化（勧告）対応標準化（勧告）対応 ・・・・・・・・

サービス・アプリケーション拡充対応（ＡＳ連携）サービス・アプリケーション拡充対応（ＡＳ連携）

基
本
機
能

基
本
機
能

標準化（勧告）対応標準化（勧告）対応 ・・・・・・・・

サービス・イネーブラ拡充サービス・イネーブラ拡充

（メディアフリー、コミュニティ・サービス、通信・放送連携）（メディアフリー、コミュニティ・サービス、通信・放送連携）

性能・スケーラビリティ向上性能・スケーラビリティ向上

基
本
機
能

基
本
機
能

標準化（勧告）対応標準化（勧告）対応 ・・・・・・・・

ＩＤ管理機能拡張、セキュリティ強化、製品メニュー追加ＩＤ管理機能拡張、セキュリティ強化、製品メニュー追加

ＣＣ：ＣＣ： Call ControlCall Control
ＰＲ：ＰＲ： PresencePresence
ＭＳ：ＭＳ： MassagingMassaging
ＭＲ：ＭＲ： Media ResourceMedia Resource

ＳＳ：ＳＳ： SIP ServerSIP Server
ＳＣ：ＳＣ： SS--CSCFCSCF
ＰＣ：ＰＣ： PP--CSCFCSCF
ＨＳ：ＨＳ： Home Subscriber ServerHome Subscriber Server
ＳＦ：ＳＦ： Subscription Locator FunctionSubscription Locator Function

ＰＤ：ＰＤ： Policy Decision FunctionPolicy Decision Function
ＮＳ：ＮＳ： Network Attachment SubsystemNetwork Attachment Subsystem

ＣＳＣＦ：ＣＳＣＦ：Call Session Control FunctionCall Session Control Function
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ネットワーク関連ネットワーク関連
国内国内市場市場

規模イメージ規模イメージ
（ＮＧＮを含む）（ＮＧＮを含む）

ＮＧＮＮＧＮ
関連受注関連受注

ＮＧＮに対応したＮＧＮに対応した
ＮＥＣのトータルソリューション・製品群ＮＥＣのトータルソリューション・製品群

国内市場国内市場
競合競合

ＳＤＰＳＤＰ ◎◎

ＩＭＳＩＭＳ//
ＭＭＤＭＭＤ

Ｏ社，Ｅ社Ｏ社，Ｅ社

ル
ー
タ

ル
ー
タ ◎◎ Ｆ社，Ｃ社Ｆ社，Ｃ社

９０００９０００～～
１００００億円１００００億円

コ
ア
コ
ア

◎◎

トランスポートトランスポート
制御制御 ○○

伝
送
伝
送

エッジエッジ

アクセスアクセス

◎◎

◎◎

◎◎

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

５０００億円５０００億円
以上以上

Ｆ社，Ｆ社，
Ｈ社Ｈ社 ．．．．．．

Ｆ社，Ｃ社，Ｆ社，Ｃ社，
Ｈ社Ｈ社

Ｆ社Ｆ社

Ｆ社，Ｏ社，Ｆ社，Ｏ社，
Ｈ社，Ｍ社，Ｈ社，Ｍ社，
Ｓ社，Ｐ社Ｓ社，Ｐ社

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
イ
ン
フ
ラ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
イ
ン
フ
ラ

５０００～５０００～

６０００億円６０００億円

－－ ＮＧＮ関連受注の状況ＮＧＮ関連受注の状況 －－

ＮＣ９０００シリーズＮＣ９０００シリーズ

ＮＣ７０００シリーズＮＣ７０００シリーズ

ＣＸ８０００ＣＸ８０００
シリーズシリーズ

ＪｕｎｉｐｅｒＪｕｎｉｐｅｒ
ＩＰ８８００ＩＰ８８００
シリーズシリーズ

ＤＷ４２００ＤＷ４２００
シリーズシリーズ

ＵＮ５０００ＵＮ５０００
シリーズシリーズ

ＣＸ２６００ＣＸ２６００
シリーズシリーズ

ＩＰ８８００ＩＰ８８００
シリーズシリーズ

ＪｕｎｉｐｅｒＪｕｎｉｐｅｒ

ＡＭシリーズＡＭシリーズ
（ＤＳＬＡＭ（ＤＳＬＡＭ//ＭＳＡＮ）ＭＳＡＮ）

ＤＷ４０００ＤＷ４０００
シリーズシリーズ

ＭＥシリーズＭＥシリーズ
（ＦＴＴＨ）（ＦＴＴＨ）

その他ネットワーク制御基盤システムその他ネットワーク制御基盤システム

その他サービス提供基盤システムその他サービス提供基盤システム

【【注注】】 ＮＧＮ関連受注は、当社ＮＧＮ関連製品をベースとした中から、お客様のコンセプト・仕様に適合した製品を扱っております。ＮＧＮ関連受注は、当社ＮＧＮ関連製品をベースとした中から、お客様のコンセプト・仕様に適合した製品を扱っております。
（０６年度受注金額には、モバイルインフラ関連製品は含まれておりません。）（０６年度受注金額には、モバイルインフラ関連製品は含まれておりません。）

ＮＣ５０００シリーズＮＣ５０００シリーズ

０６年度ＮＧＮ関連
受注目標

約１０００億円の内訳

サービスサービス
プラットプラット
フォームフォーム
（約４割）（約４割）

ネットワークネットワーク
インフラインフラ
（約６割）（約６割）
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約
7,000

約
10,000

０６年度

（見込）

中期

（億円）（億円）

ハードハード
（含む組込ソフト）（含む組込ソフト）

ノン・ハードノン・ハード
約約３０３０％％以上以上 約約４０４０％％以上以上

ソフトウェアビジネスモデルの改革ソフトウェアビジネスモデルの改革

ソフトアップグレード、ライセンス販売等ソフトアップグレード、ライセンス販売等のの
ソフトウェア資産の有償化ソフトウェア資産の有償化
（ネットワーク構築のノウハウ）（ネットワーク構築のノウハウ）

共通プラットフォーム化の追求共通プラットフォーム化の追求

グローバル市場を前提グローバル市場を前提とした製品ロードマップとした製品ロードマップ

グローバルベンダとのリソース格差克服グローバルベンダとのリソース格差克服

ＮＧＮ時代におけるＮＧＮ時代における

ＩＴ・ネットワーク融合領域での強みの発揮ＩＴ・ネットワーク融合領域での強みの発揮

ビジネスモデルの改革ビジネスモデルの改革

Ａ製品Ａ製品
共通機能共通機能

共通ハードウェア共通ハードウェア//ソフトウェアプラットフォームソフトウェアプラットフォーム

Ｂ製品Ｂ製品
共通機能共通機能

Ｃ製品Ｃ製品
共通機能共通機能

ハードハード//ソフトモジュール（光インターフェース、スイッチング、ＲＦソフトモジュール（光インターフェース、スイッチング、ＲＦ

サーバ・ハードウェアサーバ・ハードウェア//ＯＳＯＳ//ミドルウェア（ＡＴＣＡ、ＣＧミドルウェア（ＡＴＣＡ、ＣＧ--Ｌｉｎｕｘ等）Ｌｉｎｕｘ等）

－－ プラットフォームの共通化イメージプラットフォームの共通化イメージ －－

キャリアネットワーク事業の売上キャリアネットワーク事業の売上
におけるソフトウェア比率におけるソフトウェア比率

機器のコモディティ化に流されない機器のコモディティ化に流されない
ビジネスモデルビジネスモデル

グローバル市場化グローバル市場化 市場変化・スピード市場変化・スピード

・・・・・・・・・・ 顧客固有機能顧客固有機能 ・・・・・・・・・・
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