
ソリューション事業本部と連携し

て、事業会社様に提案するという形

で進めています。

２番目は、弊社のSIの付加価値

向上です。弊社はNTTの社内系シ

ステムを非常に数多く開発している

ため、蓄積されたノウハウを持って

いるのですが、事業会社様からはさ

らに高い付加価値を求められていま

す。その意味で、研究開発部はメイ

ンのビジネスの付加価値を高める役

割を担っていると思います。

３番目は、NGNやユビキタスを

活用した新サービスをご提案してい

きたいと考えています。NTTグル

ープの一員として、通信トラフィッ

クやARPU（Average Revenue Per

User）の増加に貢献していきたい

という強い想いがあります。

４番目に、ソフトウェアの品質や

生産性向上に貢献したいと考えてい

ます。特に上流工程のコンサルティ

ングの領域や、試験工程における性

能評価、さらにはユーザビリティの

向上などの領域で、独自の強みを発

揮できればと考えています。

－NTT研究所のR&D成果の事業

化へのパスの役割を担う際の、貴社

田中 やはり私どもの強みはネッ

トワーク系だと思います。例えば、

現在構築しているNGNに関して

も、さらなる高度化やメニューの多

様化が求められると考えており、そ

ういったフェーズを担当するのが私

どもの役割だと思っています。

－日本百貨店協会でのRFID導入

や地銀での PHISHCUTの導入、

Tangibleソリューションなど、ビ

ジネスの現場に導入された研究開発

田中 R&Dという言葉があります

が、Researchすなわち技術的な側

面と、Developmentの先にある出

口としての商用化は分けて考える必

－研究開発部様は、新設された

「基盤技術本部」の内簿組織に改編

されましたが、改めて研究開発の方

向性からお聞かせください。

田中 NTTコムウェアは2007年10月

1日、システム開発に必要な要素技術

を集約し、開発力の向上を目指して

「基盤技術本部」を新設しました。基

盤技術本部は、PMO、技術SE、開発

標準、OSSなどの開発支援を行う担

当、セキュリティ、ネットワークイ

ンテグレーションに関する事業部、

そしてNGN向けの最先端技術研究を

行う部門を統合したものです。私ど

も研究開発部はNTTグループ内の主

力SIerである弊社のR&D部門として

いくつかの目的を持っております。

一つは、NTT研究所のR&D成果

を事業会社様がサービスとして提供

していくわけですが、その一部を担

うということです。その際のポイン

トは、例えばネットワーク系の

R&D成果についてはネットワーク

60 ビジネスコミュニケーション 2008 Vol.45 No.1

特集　 ビジネスへの貢献を基軸に最先端技術の研究に注力する

        NTTコムウェア　研究開発部の取組み

“心をつなぐ、社会をつなぐ”をキーワードに、豊かなコミュニケーション社会の実現に
向けた最先端技術の研究を推進するNTTコムウェアの基盤技術本部研究開発部。本特集
では、将来を見据えたビジネスへの貢献をコンセプトにR&D活動を展開する研究開発部
の取組みについて、田中和彦部長にうかがった。

NTTコムウェア㈱　
基盤技術本部
研究開発部長

田中　和彦氏

―研究開発部様は、新設された「基盤

技術本部」の内部組織に改編されま

したが、改めて研究開発の方向性か

らお聞かせください。

ビジネスへの貢献を基軸に、
R&D活動を展開

―NTT研究所のR&D成果の事業化へ

のパスの役割を担う際の、貴社の強

みをお聞かせください。

―日本百貨店協会でのRFID導入や地

銀でのPHISHCUTの導入、Tangible

ソリューションなど、ビジネスの現

場に導入された研究開発成果がいく

つもありますが、事業化に向けた体

制及び取組みのポイントをお聞かせ

ください。

シーズとニーズをいかにマッチ
ングさせるかが鍵

新体制の特徴を活かし、�
研究開発成果の価値をいかに�
高めるかに注力�

新体制の特徴を活かし、�
研究開発成果の価値をいかに�
高めるかに注力�
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要があると思います。事業化、商用

化にあたっては、研究開発部が持っ

ているシーズと、事業本部が把握す

るマーケットのニーズをマッチング

させることが鍵だと思います。その

意味では、Rサイドとして独自の先

駆的な技術を開発し、この技術を磨

き、ブラシュアップして、活かすタ

イミング、場所を常に意識して取り

組むことが重要です。

－Rに重点をおいて、とにかく独

自の新しい技術の開発というプロダ

クトアウト的なアプローチと、事業

本部や顧客のニーズを聞いて取り組

むマーケット指向の両面があります

田中 どちらかに軸足をおくとい

うのではなく、両方を見ながら上手

くバランスをとることが重要だと思

います。お客様のニーズに合わせて

シーズを上手くマッチングさせるこ

とが私ども研究開発部の付加価値だ

と思っています。

－現在、陣容的には何名ですか。

田中 現在、75名の陣容ですが、

商品としての仕上げの部分に関し

て、もう少し要員を拡充できればと

思っています。

－豊かなコミュニケーション社会

の実現に向け、2008年に特に注力

される研究開発テーマをお聞かせく

田中 前述しましたようにRサイド

としての見方と、マーケットサイド

の見方がありますが、本インタビュ

ーに続く各論の頁でご紹介する５つ

（レゾナント型点検

支 援 シ ス テ ム 、

Tangibleリモートケ

ア、Tangible-RFID、

Depth Mapped 3D、

Tangible 3D）が、

当面の主要重点テー

マです。この中には、

3DやTangible 3Dの

ように、表示デバイ

スや触覚デバイスの

関係で、かなり未来を先取りしたも

のもあります。また、レゾナント型

点検システムのように、ユーザーイ

ンタフェースの一つとして取り組ん

できた、今ではハイテクとはいえな

い既存の音声認識技術や雑音除去技

術、映像連携技術を組み合わせるこ

とで、橋梁点検を安全かつ効率的に

実施可能にするものもあります。

－冒頭、ソフトウェアの品質や生

産性向上への貢献をあげられました

が、具体的にどのような活動を展開

されていますか。

田中 ソフトウェアの開発や製造

環境については、基盤技術本部内の

別の担当が行い、私どもは周辺部分

を支援します。例えば、要求仕様や

プロジェクトの潜在リスクを可視化

する技術や試験工程の自動化技術の

適用性検討です。

－最後に、今後の研究開発活動に

対する田中部長の抱負をお聞かせく

田中 弊社は事業本部単位の組織

が基本となっていますが、技術とい

う切り口では私ども基盤技術本部が

横串で見ていますし、グランドデザ

インを行う組織としてビジネスイン

テグレーション部があります。基盤

技術本部の中には、私ども研究開発

部以外に、プロジェクトマネジメン

トの担当もいますし、セキュリティ

の事業部、ネットワークインテグレ

ーションの事業部、さらにはOSS

の担当もいますので、こういった幅

広い担当が集合したことによるシナ

ジーを最大に出していくことが重要

だと考えています。

私どもは、当然のことながら事業

本部の要望にも応えていきますし、

基盤技術本部内の各担当と連携しな

がら商用化に向けた検討も行いま

す。NTTコムウェアならではの独

自の先駆的な技術を追究するという

ポジションは研究開発部が持ちつつ

も、研究開発成果の出口はいろいろ

あると思っており、新体制の特徴を

活かしてその価値を高めていきたい

と考えています。

－本日は有難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）
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―Rに重点をおいて、とにかく独自の

新しい技術の開発というプロダクト

アウト的なアプローチと、事業本部

や顧客のニーズを聞いて取り組むマ

ーケット指向の両面がありますが、

どちらにウェイトをおいているので

すか。

―豊かなコミュニケーション社会の実

現に向け、2008年に特に注力される

研究開発テーマをお聞かせください。

―冒頭、ソフトウェアの品質や生産性

向上への貢献をあげられましたが、

具体的にどのような活動を展開され

ていますか。

―最後に、今後の研究開発活動に対する

田中部長の抱負をお聞かせください。 ―本日は有難うございました。

2008年度は、5つのR&D
テーマに注力

新体制の特徴を活かし、
研究開発成果の価値を高める

―現在は何名体制ですか。
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