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NTTデータグループの新たな情報発信への取組み

出していくことができる

空間です。そのため、

INFORIUMという空間

で人と人とが交流し、必

要な情報に自由にアクセ

スしながら今までにない

知恵を創出して欲しい、

という思いを込め、コン

セプトを“Crossing IT

Innovation”と設定しました」と語

る。このコンセプトに基づき、新

INFORIUMでは、必要な時に必要な

情報を呼び出し、お客さまに合わせ

た個別のプレゼンテーションや提案

を行えるフレキシブルなショールー

ムへと生まれ変わることで、対話を

生み出し、営業活動を活性化するこ

とを目指している。

最近のショールームの多くが、物理

的な展示から、お客さまとの対話の中

から課題を抽出し、お客さまと一緒に

解決するためのソリューションの素材

を紹介するという方向へと変わってき

ている流れを踏まえ、従来発想の物を

見せるという“所有”の形から、様々

な利用形態に柔軟に対応し、お客さま

に必要な情報をカスタマイズして提供

できる“利用”への発想の転換による

イノベーションセンターとしての形を

INFORIUMでは実現している。この

ため空間設計は、情報の「共有」から、

アイデアの「共創」、そして価値創造

に向けた「共働」と、お客さまとの関

係性を空間機能にも反映することで、

提案から契約締結、その後のプロジェ

クトモニタリングまで、様々な営業

フェーズに即した多彩な活用方法を可

能にしている。

新INFORIUMの革新性は、コン

セプトを具現化する３つの機能であ

る、ショールームの「クラウド化」、

最先端のデジタルデバイス、発想転

換空間の実現にみてとれる。

●ショールームの「クラウド化」

新INFORIUMのシステム基盤お

よびネットワーク環境は、後続の頁

で紹介するが、図２に示したように、

長年、NTTデータの常設展示施

設として大きな役割を果たしてきた

霞ヶ関ビル30階の「INFORIUM」

が、NTTデータグループのイノベー

ションの発信基地「NTT DATA

INFORIUM / Toyosu Innovation

Center」として、装いも新たに豊

洲にオープンした。

新INFORIUMの開設プロジェク

トを主導したNTTデータ広報部の

冨岡洋子担当部長は、「従来の

INFORIUMは、常設の展示物をお

客さまに説明することを大きな役割

としていました。しかし請負型の

SI中心の事業構造からの転換を目

指し、企画型のサービス／ソフトウェ

ア事業を強化する“３本の矢”を推

進するNTTデータグループにとっ

ては、従来のショールームを超える

空間への変革が必要でした。それは、

NTTデータグループが『変革を構

想し実現するパートナーとして、お

客さまとともに価値を生み出す』こ

とを体現できる場であり、必要な情

報に自由にアクセスしながらお客さ

まが求める新しいイノベーションを

お客さまとの対話の中でともに生み

「Crossing IT Innovation」をコンセプトに
価値創造の「場」作りを志向

コンセプトと目指す方向性 

本年4月、NTTデータグループの新たな情報発信基地として、「NTT DATA INFORIUM / Toyosu Innovation Center」がグランド
オープンした。本施設は、「Crossing IT Innovation」をコンセプトに、NTTデータグループのブランドプロミスである“変革
を構想し実現するパートナー”として、お客さまとともに価値を生み出すことを促進する「場」作りを志向したものだ。
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図1 お客さまとの関係性を反映した空間設計
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ることができるにようにクラウド環

境下でのプレゼンテーションも実現

している。

●最先端のデジタルデバイス

新INFORIUMではイノベーション

センターに相応しい最先端のデジタ

ルデバイスが使われている（図３）。

●発想転換空間

アイデアを発散させ、活発な議論

を促すために、課題を共有し可視化

するための「どこでも書ける壁」の

ほか、通常のオフィススペースとは

異なるディスカッション空間も提供

している。このディスカッション空

間は、インテリア類の色を含め、

NTTデータが目指す新しいイメー

ジを反映したトーン＆マナーにまと

めている。

課題解決の糸口がなかなか見えない

状況を打開するためには、多くの人々

が知恵を出し合うことが重要だ。冨岡

担当部長は、「お客さまからの問い、

あるいは私どもからの問題提起を紐解

いていくために、お客さまと対話する

空間、場の提供が必要です。新

INFORIUMは、従来のショールーム

にはない価値を創造する空間として、

お客さまの様々なニーズに応え、あら

ゆる局面・ステージでお客さまに貢献

できる場となることを目指していま

す」と抱負を述べている。

あらゆる場所であらゆる情報・デモ

を呼び出せるシンクライアント環境

を構築。仮想化技術を用いてサーバ

およびデスクトップ環境を統合し、

またNTTデータが提供するクラウ

ドサービス基盤（BizXaaS基盤）

とも連携したフレキシブルなデモも

実施可能な環境としている。また、

「共働」の場であるクローズド空間

での検証設備として、セキュリティ

に配慮した安心かつ安全な環境で

B Iツールなど各種システムの検

証・試験ができる Innovation Lab

も完備している。

また、システム面でのクラウド化

に加え、情報化されたコンテンツが

どのエリアでもピックアップして見

26 ビジネスコミュニケーション 2011 Vol.48 No.6

NTTNTTデータグループのデータグループの新たな情報発信への取組み新たな情報発信への取組みNTTデータグループの新たな情報発信への取組みNTTデータグループの新たな情報発信への取組み

事務局環境 

シンクライアント端末 

プライベート・クラウド 
（INFORIUMオンプレミス環境） 

ショールーム環境 

パッド端末 ネットワーク 
プレーヤー 

タッチ 
スクリーン 

プレゼンテーション 検証環境 

データ OAインフラ 

プレゼン 

デモ 

ハンズオン 

コントローラ 
仮想化基盤 

プライベート・クラウド 
（BizXaaS環境） 

デモ環境 OAインフラ 

仮想化基盤 

100％ 

80％ 

60％ 

40％ 

20％ 

0％ 

Platform

Room

Lab

OA業務 

受付業務 

デザイン 

OA机 

共有机 

受付ブース 

Academy

シンクライアント端末 

図2 ショールームの「クラウド化」を実現 図4 どこでも書ける壁
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図3 最先端のデジタルデバイス 図5 新しい発想を生み出すディスカッション空間
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コンセプトと目指す方向性 

－「NTT DATA INFORIUM / Toyosu Innovation

Center」のコンセプトや取組みの全体像は冒頭の頁で

ご紹介しましたが、さらなる革新を含めた将来の方向

性について、お聞かせください。

和田 昨年11月まで霞ヶ関ビル30階に INFORIUM

がありましたが、新 INFORIUMとしてのToyosu

Innovation Centerが本年２月14日のプレオープンを

経て、４月１日にグランドオープンしました。豊洲フ

ロントへの移転にあたっては、すでにご紹介したよう

にコンセプトを含め、従来のショールームの概念を一

新しました。私どもの想いを託し、オープンにこぎ着

けましたが、さらに走りながら変革・拡充を図ってい

きたいと考えています。特に力を入れていきたいのが

“Innovation Platform”と呼ばれる「共創」のゾーン

です。ここでは、最先端のデジタルデバイスを駆使し、

開放感あふれる空間で映像プレゼンテーションとデモ

ンストレーションにより、NTTデータグループの先進

的ソリューションをご紹介しています。豊洲にわざわ

ざ足を運んでいただいたお客さまにご満足いただくた

めには、現在の展示・コンテンツに加えて、体験型の

物理展示をさらに増やすことを含め、さらにお客さま

の変革をご支援する空間としての工夫を重ねていく必

要があると思っています。

－工夫のためのキーワードは・・・・。

和田 １つは、欧州発祥の「フューチャーセンター（FC）」

と呼ばれる仕組みを、

「共創」空間に作りあげ

ていきたいと考えていま

す。FCは、中長期的な

課題の解決を目指し、

様々な関係者を幅広く集

め、議論を通じて新たな

アイデアや問題の解決手段を見つけ出し、相互協力し

て未来を創るための「場」であり、創造力を駆り立て

ることや、暗黙知を引き出すような特別に設計された

空間・環境です。FCは欧州ではすでに20程度、日本

にも４つあると言われていますが、NTTデータグルー

プとしての新たなFCへと「共創」空間を変革してい

きたいと思っています。

和田 もう１つは“グローバル化への対応”です。す

でに海外グループ会社の要員数は約25,000人規模に拡

大しています。グローバル化を加速するNTTデータ

グループにとって、当然、海外のグループ会社やお客

さまにも新 INFORIUMにお越しいただきたいと思っ

ています。このためには国内のお客さまだけでなく、

海外のお客さまをも意識し、コンテンツを含めたグロ

ーバル対応を行っていく必要があると考えています。

さらに加えて、グルーバルの主要拠点ごとに、同一

コンセプトのイノベーションセンターを作りあげて、

できるだけ身近な場で、新 INFORIUMと同じ空間が

グローバルに提供できる環境を構築していきたいと考

えています。是非、期待していて下さい。

－本日は有難うございました。

価値を創造する空間として、様々なお客さまに貢献する場となることを目指し、本年4月にグ
ランドオープンした「NTT DATA INFORIUM / Toyosu Innovation Center」。本施設の将来の方
向性について、和田泰之広報部長にうかがった。

㈱NTTデータ

広報部長　和田泰之氏

―「NTT DATA INFORIUM / Toyosu Innovation Center」

のコンセプトや取組みの全体像は冒頭の頁でご紹介しま

したが、さらなる革新を含めた将来の方向性について、

お聞かせください。

―工夫のためのキーワードは・・・・。

―本日は有難うございました。

お客さま満足度のさらなる向上に向け、走りな
がらの変革が必要

未来を創るワークプレイス「フューチャーセン
ター」の仕組みを「共創」ゾーンに

イノベーションセンターのクローバル展開も
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