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� 株式会社 リックテレコム

�雑誌
� 「月刊テレコミュニケーション」
� 「月刊コンピューターテレフォニー」
� 「季刊 ＣＯＭＰＡＳＳ」

�書籍
• 工事担任者、情報処理技術者試験
� ベンダー資格関係書籍
� ＩＰ電話、モバイル関係実務書籍
� 「モバイルシステム技術テキスト」

� スマートフォン系書籍
� 「Andoroid入門編」
� 「ｉＰｈｏｎｅアプリ制作術」

� ICT書籍
� 「M2M基本技術書」
� 「ネットワーク仮想化」
� 「WebRTC」



�展示会
� 「ＷＩＲＥＬＥＳＳ ＪＡＰＡＮ」

� 「ワークスタイル変革Day」

� 「次世代ネットワークコンファランス」

� 「ネットワーク工事機材展」

http://www.ric.co.jp



�通信業界の基本動向
�通信規制改革の方向性
�企業コミュニケーションの動向
�クラウドPBXを巡る動向





①電話からＩＰネットワークへの移行
②固定と移動の連携、サービス統合化
③スマートフォン/タブレットの普及

④第3のアクセス、無線LANの浸透
⑤クラウド型サービスの浸透
⑥ICTと他産業との連携、サービス複合化
⑦M2M／ビッグデータの始まり

⑧SDN/NFVと次世代ネットワーク



� 通信とITとの連携、既存のIPテレフォニーとの統合

� IP統合の効果が生きる

� 様々な通信端末がシームレスに連携

� 通信→コミュニケーション&コラボレーション





�NFV(Network Function Virtualization)
� 専用のハードウエアで実現していた通信事業者のネッ

トワーク機能をソフトウエア化し、汎用の仮想化基盤上
に集約する仕組み

� 通信事業者は汎用サーバーを使うことによるコスト削
減や、柔軟なネットワーク構成の実現、迅速なサービス
立ち上げが可能に

� チャイナモバイル、SKテレコム、テレフォニカなどがNFV

のPoC(コンセプト実証、Proof ofConcept）を紹介







�要件定義
①現在の1000倍の超大容量

②現在の10～100倍の超高速通信

③現在の100倍の同時接続デバイス数

④現在の3分の1にあたる遅延1ms以下の高品

質ネットワーク

⑤エネルギーセーブとコスト削減のネットワーク

と端末





通信規制改革の方向性
「情報通信審議会2020-ITC基盤特別部会」報告書から見えるもの

① 設備競争を残しつつ軸足を「サービス競争」へ移す
�インフラ整備の進展

•LTE人口カバー率99％超、超高速BBの世帯カバー率98％
�通信市場の寡占化の進展

•3グループ（NTT、KDDI、ソフトバンク）に収斂
•協調的寡占（料金横並び、本質的な競争を回避）状況

�市場の成熟化、普及率の頭打ち
•光回線世帯普及率50％台で足踏み、携帯電話普及率100％突破
•過当な優良顧客争奪戦（キャッシュバックなど）が消費者政策上も問題に

② ICT基盤を活かした新たな成長戦略
�多彩なサービスの担い手としての多様な「新プレイヤー」の育成

•ネットワークを持たない通信事業者（ISP、MVNO、各種サービス企業）

�「光サービス卸」と「MVNO」を成長のトリガーに

③ NTTグループの潜在力を成長に活かす
�グループ連携手段としての「サービス卸」を容認
�KDDI、ソフトバンクにドコモと同一の規制を適用（ドコモの規制緩和）

30Mbps以上



急浮上した「光サービス卸」
�NTTが5月「光コラボレーションモデル」発表

�光サービス卸とは
•NTT東西が「フレッツ光」ブランドで展開している光アクセス回線を
サービス卸（卸電気通信役務）により、ISPなど他の通信事業者に提供
するもの ⇒ 光アクセスの本格的なサービス卸は「世界初」
•提供先は「電気通信事業者」（総務省への届け出が必要）

�サービス卸のメリット
�法人の大口割引と同様、相対取引で料金を設定できる

•料金水準は外部には非公表（相互接続ではNTT東西に公表義務）
•NTT東西は標準プランを届け出る必要はある（最低でもこの条件では提供するというもの）

•簡便な手続き・提供条件、柔軟な対応
•事前規制から事後規制へ（問題があった場合には総務省が業務改善命令）

�利用する企業にとっても「借りやすく」なる

懸念も⇒不透明（グループ事業者の優遇など） 事後規制では間に合わない

※卸電気通信役務卸電気通信役務卸電気通信役務卸電気通信役務：電気通信事業
者の電気通信事業の用に供する電
気通信役務（キャリアズキャリア）



光サービス卸導入の狙い
�光回線（フレッツ光）販売の伸び悩み

•2010年度までに３０００万件（2004年時の目標）
•2000万件に下方修正（07年）⇒現状1800万件
•販売コストの高止まり、解約率の上昇

•競合事業者の伸長も、KDDI、CATV、WiMAXなど
•光ファイバーの世帯整備率98.7%、利用率51.2%⇒有効活用が課題

�販売チャネルの拡大、多様化
•ISP、MVNO、多様な企業が自らのサービスとパッケージにして販売
•NTTにとっては営業費用の削減の狙いも（過当競争を回避）



MVNOの動向①
�MVNO （Mobile Virtual Network Operator；仮想移動通信事業者）

� 無線インフラを持つ移動通信事業者（MNO）から必要なインフラを
借り、自社ブランドでサービスを展開する移動通信事業者（広義）

� 自らは無線インフラを持たない（狭義――本来のMVNO）
• MNOでもあるMVNOも（例:ソフトバンクとワイモバイル）

� 大規模な設備投資をすることなく独自サービスを提供できる
� LTE/LTE-Advancedの展開で余裕が生じたネットワークを有効活用

•前年比約50％の高い伸び
•加入者1677万（シェア10％）

•本当のMVNOは791万 シェア5％



MVNOの動向②

2013年12月末現在、総務省調べ

�MVNOの種類
�単純再販型

•移動通信事業者の音声通信やデータ通信をほとんど手を加えず
ブランドを変えて再販するもの（ディズニーモバイル、ヤマダWiMAX）

�モジュール型
•通信カーナビや自販機の集計システムなどM2Mシステムの一部として
利用されるもの

�SIMカード型
•携帯電話SIMカード
を活用して回線と
端末を切り離し、
独自のサービスを
展開するもの。

2012年頃から急伸
移動通信市場の1％強
成長が期待される分野

MVNOの動向





生活スタイルの変化

◆企業を取り巻く環境の変化
国際化、少子高齢化、事業継続

人 活 、 アップ
◆個人を取り巻く環境の変化

ワークライフバランス
生活スタイルの変化

働く環境の変化

◆仮想化／クラウドの普及
サーバー／ネットワーク仮想化

デスクトップ仮想化
クラウドサービス

◆モバイルの普及
スマートフォン／タブレット

◆コンシューマライゼーション
コンシューマ市場で普及するICT

（スマートデバイスやSNS）が企業へ

企業ICT環境の変化

新しいワークスタイルが可能に

オフィスが変わる、会議が変わる
働き方が変わる、提案スタイルが変わる

・人と情報が伝わりやすいオフィス環境・人と情報が伝わりやすいオフィス環境・人と情報が伝わりやすいオフィス環境・人と情報が伝わりやすいオフィス環境
・営業の機動性が上がる環境が変わる・営業の機動性が上がる環境が変わる・営業の機動性が上がる環境が変わる・営業の機動性が上がる環境が変わる

・外からも会議に参加できる・外からも会議に参加できる・外からも会議に参加できる・外からも会議に参加できる
・移動中の隙間時間を有効活用・移動中の隙間時間を有効活用・移動中の隙間時間を有効活用・移動中の隙間時間を有効活用

・在宅勤務／テレワーク・在宅勤務／テレワーク・在宅勤務／テレワーク・在宅勤務／テレワーク
・オフィス内外どこでも業務遂行・オフィス内外どこでも業務遂行・オフィス内外どこでも業務遂行・オフィス内外どこでも業務遂行

・・・・意思決定のスピードアップ意思決定のスピードアップ意思決定のスピードアップ意思決定のスピードアップ



� 多様性／柔軟性を高めるには
• コミュニケーションツールごとの性格／特徴を把握

し、弱点を補える新しいツールを適切に利用する

【企業で使われる主なコミュニケーションツール】

所 短所

固定電話
携帯電話

リアルタイム性が高い
誰でも使える

相手が捕まるか、が問題
（基本的に）1対1

メール 複雑かつ多くの情報を伝え
られる 1対多

リアルタイム性が低い
返答は相手次第

ビデオ会議 リアルタイム性が高い
１対多、多対多が可能

相手との時間調整が必要
ツールを共有する相手が少ない

チャット（IM) リアルタイム性が高い
“呼びかけ”がわりに使える

複雑な情報を伝えにくい

SNS 多対多が可能
知らない人ともつながる

浸透するまで時間がかかる
機密性の高い情報には使えない



PBX メールサーバ
ビデオ会議
サーバー

PBX ビデオ会議

メール チャット SNSプレゼンス

携帯網

携帯網

グループウェア

グループウェア
サーバ

従来の
環境

UC基盤

ツールごとに専用システム

統合基盤に各種デバイスが接続、コミュニケーションの
アプリを利用する

ユニファイドコミュニケーション基盤







�PBXにもクラウド化の波
� 大手通信キャリアが相次いでクラウドPBXサービスを本格的に開始。

「ケータイの内線化」から、「PBXのサービス化」に重点が移る

� 主要PBXメーカーも2年ほど前から「クラウドPBX」を続々リリース。NEC、
OKI、日立が販売し、通信キャリアに対抗している。

オフィスリンク（仮想PBXタイプ）

NTTドコモ

FOMA/Xi端末を内線電話に使えるFMCサービス。
ドコモのクラウドPBXを利用できる。オプションで、

ドコモ050番号を使った外線発信、ゲート
ウェイ経由の外線発信も可能

KDDI 仮想PBXサービス

KDDI

光ダイレクトの音声回線のみ（データ通信用回線
は不要）で導入できる。FMCサービス「KDDI ビジ

ネスコールダイレクト」と連携し、
au端末の内線電話化も可能

Bizダイヤル

ソフトバンクテレコム

「おとくライン」の付加サービス。ソフトバンクモバ
イルのスマートフォンで業務用固定電話番号に

よる発着信が可能になる。

Arcstar UCaaS

NTTコミュニケーションズ

シスコシステムズ「Cisco Unified Communications 

Manager」の機能をクラウド型で提供する。PBX機
能のほか多様なUC機能が利用可能。2015年3月
より、「Microsoft Lync」もクラウド型で提供予定

Arcstar Smart PBX

IP-PBX機能をクラウドで提供する。スマートフォン
を内線端末として利用可能、キャリア問わずFMC

が実現できる。チャット機能も具備

IM

ビデオ会議IM/プレゼンス

FMC

FMC

FMC

FMC FMC

クラウドPBX

ワイモバイル

アイルネット「どこでも内線 iスマートBiz」またはリ
ンク「BIZTELモバイル」と連携し、クラウドPBXと

FMC機能を提供。ワイモバイルのPHSを
内線端末として利用できる。 FMC



• 【【【【具体例具体例具体例具体例】】】】霧島酒造霧島酒造霧島酒造霧島酒造
• 2011年10月から、営業と企画部門の社員にiPhone を配布。
• メール、電話に加え、社内システムのクライアントとして活
用
• 営業日報とグループウェアをiPhoneから利用可能にした
• iPhone導入と同時に、社内システムはクラウドに移行
• 従来は、回った得意先の情報を
営業拠点に帰ってからまとめて
入力。iPhoneからアクセスでき
るようにしたことで顧客情報が
迅速に入力され、業務効率化、
判断のスピードアップにつながった

26



� 【【【【具体例具体例具体例具体例】】】】スクウェア・エニックス（スクウェア・エニックス（スクウェア・エニックス（スクウェア・エニックス（1））））
� 2012年、本社移転を機にワークスタイル変革の大プロジェクト

【ワークスタイルの課題】
� 従来のゲーム開発は、数人から十数人の小規模なチームで行って

いたため「間仕切りの多いオフィス」で「開発スタッフが自分のブース
にこもって集中して働ける環境」が好まれ、それが優秀な人材を確
保するウリにもなっていた。

� 現在は、１本のゲーム開発に数十人から100人超が関わり、2～3年
もの間まるで１つの会社のようにチームが運営される。従来の働き
方では力が発揮できなくなってきていた。

【改革の目的】
� 各社員が必要に応じて移動しながら業務を継続し、コミュニケーショ

ンが取れ、かつリーダーがスタッフの動きを見通せる環境に変える
� 社員は、社内外のどこからでも電話、メール、会議、チャットが行える

ようにする
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� 【【【【具体例具体例具体例具体例】】】】スクウェア・エニックス（スクウェア・エニックス（スクウェア・エニックス（スクウェア・エニックス（2））））
【解決策】
� １フロアの1800坪の広大なオフィスを使い、
端から端まで見通せる開放的な環境に
� オフィス内の各所にはオープンなミーティングスペースを設置。また、

ラウンジや、セミナールームでの業務も可能にし、いつでも打ち合わ
せや情報交換が行えるようにした。

� リーダーがスタッフの状況を把握し、即座にコミュニケーションを取れ
るようにシステムも刷新。ユニファイドコミュニケーション製品
「Microsoft Lync」と「シスコ Unified Communications Manager」を導入

� 社員は、社内外のどこからでも電話、メール、会議、チャットが行える
ようにした。端末やツールは、複数の選択肢を用意。社員が自分の
働き方に応じて選んで使えるようにした

� プレゼンスを確認して、連絡を取りたい相手の所在や状況を把握。
電話やチャットなどで連絡が取りやすくなった
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ＩＰネットワーク時代の通信ビジネス専門誌ＩＰネットワーク時代の通信ビジネス専門誌ＩＰネットワーク時代の通信ビジネス専門誌ＩＰネットワーク時代の通信ビジネス専門誌


