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伴う設計や運用・保守など、企業の ICT 環境の課題は多
岐にわたり、従来のネットワークサービスでは対応でき
なくなっています。

NTT Com ではその解決策として、従来のネットワー
クサービスをベースにしつつ、個別対応が必要な部分を
お客さまの要望に合わせてセミカスタマイズしていくサ
ービス「NSS（Network Support Services）」を提供して
います。NSS は、ネットワークとネットワーク機器、そ
の上で展開される各種クラウドサービスを含めたお客さ
まの ICT 環境の要件定義、設計・構築、運用・保守まで
を、経験豊富なエンジニアがトータルサポートすること
で、お客さまの ICT 環境の課題を解決します（図 1 参照）。

NSS のもう一つの特長は、豊富な提案実績の中からよ
くある ICT 環境の課題がモデル化されており、最適なソ
リューションをスピーディーにご提案できる点です。

例えば、「レスポンスが遅い」「クラウドとの接続が途
切れる」といったパブリッククラウドサービスの利用に
伴い発生しているトラブルに対しては、特定のインター
ネット通信を分離する「インターネットブレイクアウト」

を提案し、各拠点から直接通信を行うようにする
ことで通信量を最適化します。また「働き方改革
の一環として、フリーアドレスで業務効率化を図
りたい」「来客されるお客さまのため、Wi-Fi を開
放したい」といった場合は、「オフィス（店舗）
の Wi-Fi 環境の整備」を提案しています。このモ
デルでは社内用だけでなく、ワーキングスペース
と分離した来客用 Wi-Fi 環境を構築できます。さ
らにクラウド型コントローラによる接続状況の

　

これまでネットワークサービスは、それぞれの仕様に
基づき定型化したサービスとして提供されてきました。
しかし、「Office 365」や「G suite」といった SaaS 型ク
ラウドサービスの利用が増え、ネットワーク遅延が課題
となっています。ほかにも、事業継続を支える冗長化対
策や働き方改革の一環としての Wi-Fi 環境の整備、セキ
ュリティ対策の強化、ネットワーク機器のリプレースに

NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）
が 提 供 し て い る「NSS（Network Support 
Services）」は、経験豊富なエンジニアがお客
さまの課題やご要望をお伺いし、ネットワー
クのお悩みを解決するサービスです。クラウ
ドの導入やネットワーク機器のリプレース、
セキュリティの見直しなど、企業の ICT 環境が
複雑化する中、ネットワークの要件定義、設計、
構築、運用・保守まで、トータルでサポート
いたします。
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図 1　NSS（Network Support Services）の概要図

豊富なソリューションモデルで
お客さまのさまざまなお悩みを解消
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インターネット GW と SOC オプション」、「SE 支援オプ
ション」です（図 3 参照）。これまで分散していたインタ
ーネット GW をクラウド型のインターネット GW に統合
することで、運用負荷を軽減できました。さらに、ネッ
トワークの可視化やログ取得を実現し、トラフィック分
析が可能となりました。また、ネットワークの更改にお
いても、経験豊富な NTT Com のエンジニアが、AWS へ
の接続方法含めた要件定義から最適な構成の検討・構築、
セキュリティのアウトソースまでトータルサポートする
ことで、最適な ICT 環境を実現することができました。

NTT Com では、NSS を通じてお客さまの ICT 環境を
トータルサポートしていきます。

確認や通信の可視化により、お客さまの運用稼動が軽減
されます。

その他にも、さまざまなお客さまのお悩みを想定した
ソリューションモデルを用意しています（図 2 参照）。

NSS は、特に中堅規模の企業を中心にご利用いただい
ております。たとえば、サービス業を営む A 社さまには、
次のような課題がありました。

A 社さまでは、インターネット接続環境が複数に分か
れており、運用負荷がかかっていました。さらにネット
ワークの利用状況が把握できていないため、ネットワー
クの混雑時に最適な対応をとることができませんでし
た。また、ネットワークの更改と、それに伴う AWS へ
の切り替えを行う必要がありましたが、クラウドとネッ
トワーク双方のスキルをもつエンジニアがいないため、
検討が進められない状況でした。

このような課題を解決したのが、NSS の「クラウド型

NSSは、お客さまのネット
ワークや業務全体を見据え
たきめ細やかなサポートを
行っていくサービスです。
経験豊富なエンジニアが
トータルサポートしますの
で、IT人材の不足に悩む企
業さまにも最適なサービス
です。

NTTコミュニケーションズ
ネットワークサービス部

NSS担当の皆さん

お問い合わせ先
NTTコミュニケーションズ株式会社　ホームページ　http://www.ntt.com/lp/nss/
法人コンタクトセンター　フリーダイヤル 0120-106107（受付時間 9:30 ～ 17:00）
※携帯電話、PHS からもご利用になれます。土・日・祝日・年末年始は休業とさせていただきます。

＊1:Unified Threat Managementの略 ＊2:Security Operation Centerの略

お客さまのお悩み 提案モデル（例） 内容

・SaaS/Iaasを快適に使いたい
・回線を効率的に使いたい
・ポータルでトラフィックを見たい／管理したい

クラウド利用最適化/
ネットワーク可視化

AWSやAzure等の利用にインターネットブレイクアウ
ト等、最適な構成の検討/設計/構築/運用をトータル
で提供。ポータルで通信量の見える化も実現。

・フリーアドレスで業務効率化を図りたい
・来客されるお客さまにWi-Fiを開放したい
・無線が干渉していないか不安だ

オフィス（店舗）環境整備
社内用/ゲスト用のWi-Fi環境を構築。クラウド型コン
トローラにより接続状況の確認や通信の可視化を実現。
お客さまの運用稼働を軽減できる。

・インターネットGWのBCP対策をしたい
・最適なセキュリティ対策かわからない

クラウド型インターネットGW導入/
セキュリティ運用のアウトソース

クラウド型インターネットGW＋プロキシ+SOC*2の
構築/運用をセットで提供

・ファイアウォールやUTM*1の更改に手が回らない
・回線が故障して業務が止まってしまった

ネットワーク機器のレンタル提供/
冗長化と運用のアウトソース

冗長化したUTM機器（レンタル提供）と運用をセット
で提供
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図 2　NSS 提案モデルの例
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●「Microsoft Azure」「Office 365」は米国Microsoft Corporation の米国お
よびその他の国における商標または登録商標です。● Amazon Web 
Services、“Powered by Amazon Web Services”ロゴ、［およびかかる資料
で使用されるその他の AWS 商標］は、米国その他の諸国における、
Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。●G Suite は、Google 
LLCが提供するサービスです。●記載されている会社名や製品名は、各社
の商標または登録商標です。

中堅規模の企業を中心に導入が進むNSS

図 3　A 社さま（サービス業）の NSS 導入前後の構成


