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他社にはないネットワーク（NW）系人材を多数擁す

るNTT-ATのネットワークテクノロジセンタ（TEC）

は、NW系エキスパート集団として、NTT研究所や

NTTグループ各社の業務支援に加え、標準化支援や公

的機関の先駆的な研究活動や各種団体活動への貢献、

さらには企業ネットワークの最適化ソリューション

（見える化）の提供など、NWに関する様々な技術的課

題を機動的かつ効率的に解決する事業を展開している。

和泉俊勝所長は、「NTT-ATのコアコンピタンスとし

て、キャリア系ネットワーク技術、特に、ネットワー

クアーキテクチャ技術（サービス、機能配備、プロト

コル）、網構築・網運用技術、トラヒック・品質・信頼

性に関する技術、に取

り組みながら、この分

野のエキスパート人材

の育成、技術蓄積を図

っています。このよう

なNW分野のエキスパ

ート集団は、NTTグル

ープの中でも、N T T -

ATのTECだけです。私

どもは、通信分野の新

サービスや新技術等に

関する調査（海外キャリア、政府機関、ベンダ／製品

などの動向把握）、ITU-T、3GPPやIETFの標準化支援、

国の機関の先駆的な研究活動や各種団体の活動を通し

て蓄積した経験・ノウハウに加え、NTT事業経験者の

プロフェッショナルな実務経験・ノウハウを強み

に通信事業会社や研究所などのお客様が抱えてい

るNW系の課題を把握し、適切な解決策と、それ

を具体化するための技術的な支援を行っています」

と述べている。

TECは、さらに、キャリア系ネットワークの方

式検討や構築・運用の支援、トラヒック・品質・

信頼性の分析・評価にとどまらず、ホーム ICT、

クラウドコンピューティング、スマートグリッド、

ICTによる環境負荷低減などの取組みを支援する

とともに、特に最近では「NTTグループ以外の一

般市場拡大というNTT-ATの全社施策も踏まえ、

キャリア系ネットワーク業務で蓄積した技術を活

用し、法人分野（企業NW）での IPネットワーク

レガシーからIPまでの総合的なネットワーク技術とトラヒック／品質／信頼性などの専門的技術に強みを持つネットワー
クに特化したエキスパート集団として、ネットワークに関する様々な技術的課題を機動的かつ効率的に解決するNTTアド
バンステクノロジ（NTT-AT）のネットワークテクノロジセンタならではのソリューションを紹介する。

NTTアドバンステクノロジ㈱
ネットワークテクノロジセンタ

所長　和泉俊勝氏
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図1 ネットワークテクノロジセンタの特長・強みと事業の方向性

ネットワークテクノロジセンタのコア技術
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ットプロトコル、ENUM（電話番号とIPネットワーク

上のアドレスとの対応規約）、セキュリティなど、非常

に幅広い分野での海外キャリアや政府規制機関の動向

調査や標準化支援実績を有しています。標準化支援で

はITU-T、3GPPやIETFのような国際標準化機関から

業界団体まで多岐にわたっており、ドキュメント要約

や寄書文書作成、そして標準作成に向けたエディタ、

課題を取りまとめて運営するラポータ、会議議長の経

験者がいます。このようなアクティビティを主要スキ

ルとして、ネットワークに関する各種支援を行ってい

ます」と述べている。

また、技術営業部門の大宮知己担当部長は、「標準化業

務支援では、NGNの標準化は一段落し、環境・クラウ

ド・セキュリティ等が今後の議論の中心になると思われ

ます。そこで我々は、今までのネットワーク系に加え、

クラウドや宅内系（家庭用端末系、法人内線系）、IPTV、

環境、トランスポートといったアプリケーションや新し

い分野での展開を図っていきたいと考えています。ネッ

トワーク方式では、NGNのサービス拡充（IPマイグレー

ション）やNGN対応装置（宅内系）の拡充は今後も続く

ことから、この各種方式検討や仕様の作成と検証評価支

援は、新しい分野での展開と並行して継続して実施して

いきます。特にNGN対応装置に関しては、通信事業者に

加え、ベンダ支援にも注力していきたいと思っています」

と、具体的な事業の方向性を語っている。

TECでは、固定と移動の融合・連携、レガシーネット

ワークの移行、サービス環境におけるサードパーティと

の連携さらには環境への配慮が通信事業者にとっての大

きな課題となるなか、（1）クラウド、スマートグリッド、

の最適化ソリューションの提供に向けて注力していま

す。具体的には、品質評価や性能評価、ボトルネック

分析などをベースに企業NWのライフサイクル（企

画・導入、運用、拡張・更改）の各段階における IT投

資・ ITコストの“見える化”を基軸としたソリューシ

ョンを展開しています。」（和泉俊勝所長）

TCO削減が重要な経営課題の1つとされるなか、仮

想化による ICTインフラの統合やサービス化の流れが

加速し、企業ネットワークついても最適化ニーズが急

速に高まっており、TECは、企業ネットワークの最適

化ソリューション（投資対効果の見える化と運用実態

の見える化）を提供することで事業拡大を図ることを

目指している。

●方式（方式／標準化／調査）ソリューション

NTT-ATのTECは、NW技術に関する総合力を活か

した方式検討支援・標準化支援・調査事業を展開して

いる。特に通信事業会社や官公庁向けには、電話網、

ひかり電話網、フレッツ網に加えてN G Nや L T E

（Long Term Evolution）と、複雑化するネットワーク

に関してアーキテクチャ（サービス、機能配備、プロ

トコル）、マイグレーションの検討やアドレッシング／

番号計画やルーティング方式の検討、サービス仕様や

インタフェース仕様、装置実装仕様の作成、さらには

ネットワーク系・宅内系仕様の検証といった業務を支

援している（図２）。

TECの技術営業部門の高部幸雄部門長は、「TECで

は、NGNや IPTV、レガシープロトコル、インターネ
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図2 複雑化するネットワーク方式への対応

NWの方式、構築、運用ソリューション

【方式検討、標準化支援と調査】 
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環境など世界の通信事業者や規制機関に影響を与えると

思われる新たな技術、サービス、政策の動向把握、（2）音

声付加サービスやIPTV、ホームネットワークサービス、

番号ポータビリティなど、NGNに実装する技術、サービ

ス、プラットフォームの実現方式について関係団体の動

向把握などを行っている。

●構築・運用（トラヒック／品質／信頼性）ソリュー

ション

NTT-ATのTECでは、キャリアNWの方式ソリュ

ーションに加え、構築・運用ソリューションをトラヒ

ック／品質／信頼性技術をベースに提供している。技

術営業部門の須山正人主幹担当部長は、「私どもでは、

レガシー系でのNW構築・運用の基本機能（設計／構

築／サービス状況監視／疎通確保のための制御・措置

等）に関する実務およびコンサル経験の実績を踏まえ、

IP網でのNW設計・設備計画、NWの制御・措置（装

置切替え、迂回、キャッシング、流入制御等）のため

のトラヒック・品質および信頼性の分析・評価・改善

提案を行っています」と述べている。

トラヒック・品質の分析・評価については、各種統

計手法、データマイニング技術、トラヒック理論、シ

ミュレーション技術等を駆使し、NW品質（遅延、損

失、スループット）やQoE（体感品質）、QoS（サービ

ス品質）の設計や管理の定量化・指標化、定量的評価

に基づく改善提案まで、トータルソリュー

ションを提供することにより、顧客満足度

の向上、マーケティングやサービス企画、

投資効果の明確化に貢献することを目指し

ている。

「特にQoEを左右する音声・映像の品質、

応答時間といったメディア品質については、

アプリケーション要因・プラットフォーム

要因・視覚要因の3つの観点から分析・評価

しています。また、設備設計に大きく関係す

るサービスの需要動向や加入者の利用の変化

などについても、各種情報・数値やアンケー

トの分析により行っています。」（ネットワー

ク技術部門　由井世津担当課長）

一方、NWの信頼性に関しては、「故障時の影響度にお

ける信頼性設計の観点で、信頼性実態の把握・分析、原

因究明、改善に向けた対策提案、改善効果の測定まで、

信頼性向上に向けた一連のPDCAを支援しています。ま

た、このPDCAサイクルに加え、例えば、故障データと

顧客の申告状況などを関連付けて分析することにより、

故障時対応の運用プロセスの課題などが見えてきたりし

ます。故障データは、他のデータなどと組み合わせ分析

することで、業務改善などにも役立てていけます。」（ネ

ットワーク技術部門　斉藤秀行担当課長）

故障時の影響度の大きさを踏まえて、NWの信頼性

目標を設定するというのが一般的である。この影響度

は、同時に影響を受けるユーザ数や回線数、トラヒッ

ク量など、様々な観点がある。

またIPネットワークでは、レガシーネットワークのよ
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NTT-ATネットワークテクノロジセンタが提供するソリューション
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図3 故障影響度による信頼性向上への取組みフロー
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うなしっかりした信頼性目標が立てづらいこともあり、

こういった点を考慮して、「まずは、このようなPDCAを

回し、故障データの収集・管理・分析をしっかりしてい

くことが必要です。故障データはあるがそれを分析しよ

うとしたら、必要なデータが投入されてないなどの課題

は多いと思っています。そして、次に、故障データと他

のデータを関連付けて分析すれば、故障データは業務改

善などにつながる宝になると思っています。このような

分析は、TECならではの付加価値です。」（ネットワーク

技術部門　斉藤秀行担当課長）

NTT-ATのTECは、すでに紹介したように、キャリ

ア系ネットワーク業務で蓄積した技術を活用し、他社

にはない強みを活かし、NTTグループ企業等と連携し

た企業NWの最適化ソリューションの提供に力を入れ

ている。具体的には、企業NWのライフサイクル（企

画・導入、運用、拡張・更改）の各段階における IT投

資・ ITコストの“見える化”を基軸としたソリューシ

ョンを展開している。

●IT投資・ITコストの“見える化”による最適化

TECが提供する企業NWの最適化ソリューションの

特長について、技術営業部門の佐竹康宏担当部長は、

「私どもは、企画・導入段階では、IT投資効果の“見え

る化”と最適な導入方式の提案を、運用段階では、運

用実態の“見える化”と運用プロセスの改善提案を、

更には、システム拡張・更改効果の“見える化”と最

適な拡張・更改方式の提案を、実施しております。こ

れらの提案は、企業NWのTCO削減とアプリケーショ

ン品質維持の両立を可能にします。ビジネスのスキー

ムは、私どもが単独でエンドユーザに最適化ソリュー

ションを提供するというよりは、SIerやNIerの営業支

援を行うというような位置づけで、B t o B t o Bや

BtoBtoEの真ん中のBが提供するサービスに対して付

加価値を提供するというのがポイントです」と述べて

いる。

●“見える化”の実施例

ネットワーク技術部門の石塚美加担当課長は、「最近

のトレンドとして、サーバ仮想化やシンクライアント、

クラウドコンピューティング、TV会議などがITコスト

削減の観点から注目を集めていますが、投資に対する

費用対効果がわからないので安心して投資ができない

といった声をよく耳にします。私どもは、SIerやNIer

に対し、様々な評価手法や分析ツールを駆使して、IT

投資対象ごとに、ネットワークの現状把握、導入方式

のご提案、費用対効果の分析を行うことにより、最適

な導入方式の選定をご支援します。また、NWの利用

実態、業務フローと稼動、故障実態といった運用実態

を分析し、費用対効果を考慮した運用プロセスの改善

提案を行います」と、ITコストの“見える化”の重要

性とTECの最適化ソリューションの特長を述べている。

図４にIT投資の費用対効果の“見える化”について、

実施例を示す。IT投資の費用対効果の“見える化”は、

現状把握、導入方式の提案、費用対効果の分析の3つの

ステップで実施する。まず、ネットワーク装置の設定
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やトラヒック状況について現状把握を行

う。次に、ITシステムの導入形態につい

て、複数案を提案する。最後に、様々な

分析・評価手法を組み合わせ、費用対効

果を考慮した最適な方式を選定する。

次に、図５に運用実態の“見える化”

の実施例を示す。運用実態の“見える化”

は、現状把握、ボトルネック分析、改善

提案の３つのステップで実施する。まず、

装置ごとの故障実態（故障間隔・故障時

間）や運用業務の実態（切り分け・遠隔

措置・駆付け・現地措置に要する人員）

を把握する。次にボトルネック分析によ

って運用コスト、ユーザ満足度にインパ

クトの大きい要因を抽出する。最後に、

費用対効果を考慮した上で、運用プロセ

スの改善提案を行う。

●SIer／NIerの提案内容の付加価値向上に

貢献

このような実データの分析に基づくIT投

資・ITコストの“見える化”を基軸にした

TECの最適化ソリューションは、SIerや

NIerがITシステム導入を提案する際の裏づ

けを提供するという観点から極めて有効で

ある。SIerやNIerにとって、自身の提案内容に付加価値

を付けるソリューションとして今後さらに注目を集める

ものと思われる。この点について、石塚美加担当課長は、

「SIerやNIer、さらにはエンドユーザの方々が私どもに求

めるのは、TECのソリューションが自分達にとってどの

ようなメリットがあるかということをダイレクトに見せ

て欲しいということです。その意味で、私どもの最適化

ソリューションに対するニーズは確実に高まっていると

感じています。現在は、IT投資の費用対効果の“見える

化”に対する引き合いが、お客様には分かりやすいとい

うこともあって多い状況ですが、私どもとしてはNWの

ライフサイクルをトータルにサポートすることを狙いに、

運用実態の“見える化”によるOPEX（運用コスト）の

削減を含めた企業NWの最適化ソリューション事業を拡

大していきたいと考えています」と語っている。

以上、他社にはないNTT-ATのTECならではの特

長・強みを活かしたソリューションの概要を紹介した。

最後に、和泉俊勝所長は、「今年度は、NW分野のエキ

スパート集団として、NTT-ATの他事業本部やNTT事

業会社と連携し、法人向けのビジネスを加速していき

たいと考えています。ネットワークコンサルをトリガ

ーにした案件獲得の営業支援が行えればと考えていま

す」とビジネスの抱負を語っている。
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