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NTT ソフトウェアイノベーションセンタの

ンソースソフトウェア）センタで実

施していたOSS推進活動といった

情報処理系技術に関する各機能を集

約し、ソフトウェア技術の研究から

開発・運用・保守までを一元的に実

施する体制とすることで、R&Dの

より効率的な推進と事業会社に対す

るサポート等の充実を図ることとし

ました。

また、NTTグループ全体のR&D

投資はすべての研究領域のトータル

で約2,700億円、IT分野はこのうち

の一部、世界の主要 ITベンダの

R&D投資額と比べ 1桁近く少ない

と思われます。この少ないリソース

が分断されていたのでは勝機は少な

いということで、集約したという側

面もあります。

－3総研（サービスイノベーショ

ン総合研究所、情報ネットワーク総

合研究所、先端技術総合研究所）傘

下の 13研究所の中で、センタと付

いているのは、SIC様だけですが、

この組織名称に込められた想いと、

組織の概要をお聞かせください。

藤田 旧OSSセンタにおけるOSS

推進のための技術サポート活動は、

事業会社からも高く評価されていま

した。このマインドを継承し機能強

化するとともに、先進的なR&D活

動も行うという想いを込めた“イノ

ベーション”を付けてソフトウェア

イノベーションセンタ（SIC）とい

う組織名称にし、約300名の情報処

理専門技術者集団を結集しました。

SICは、新たなコミュニケーショ

ンサービスの創出に向けたR&Dを

主要ミッションとする「NTTサー

ビスイノベーション総合研究所」傘

下の4研究所の1つとして、情報処

理関連R&Dを“オープンイノベー

ション”を積極的に取り入れること

により効率的に推進することを主要

ミッションに、図１に示す組織構成

でR&D活動を展開しています。武

蔵野研究開発センタと品川（品川

TWINS、NSS-Ⅱ）の国内拠点での

活動に加え、主に米国の最先端技術

の導入を視野に、NTTコミュニケ

ーションズ配下で米国西海岸に所在

す る MCL（ NTT Multimedia

Communications Laboratories）と

の連携にも注力しています。

－本年4月、NTTのR&D体制の

再編に伴い、「NTTソフトウェアイ

ノベーションセンタ」（以下、SIC）

が新設されました。はじめに、設立

の背景・狙いからお聞かせくださ

藤田 私どもSICは、NTTの持つ

世界最先端のブロードバンドネット

ワーク上で、多様なアプリケーショ

ンを安心、安全、便利、かつ経済的

に活用いただくための、基盤的な情

報処理技術の研究開発を行うことを

目的に設立されました。この 10年

間、NTT研究所における情報処理

系技術に関するR&Dは、ネットワ

ークサービスの高度化・差異化に向

けた情報処理技術の活用を中心に、

展開されてきました。しかし最近は、

ネットワークサービス以外の収益が

約75％を占めるなど、NTT事業会

社の収益構造が大きく変わってきま

した。このようなNTTの事業を取

り巻く環境変化を踏まえ、情報処理

系技術のR&Dの在り方を抜本的に

見直し、これまで複数の研究所で実

施していたR&Dや、OSS（オープ
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－後続の各論の頁で、最近の取組

みをいくつかご紹介しますが、各プ

ロジェクトの概要をお聞かせくださ

藤田 時間軸別には、稼働中のシス

テムに対する技術提供、２年以内に市

場提供する技術開発、次世代向けの技

術、それぞれのリソースが1：1：1に

なるように組織設計をしております。

OSS推進プロジェクトは、主に

現在稼動中のシステムのOSS基盤

に対する技術サポートを実施してい

ます。第一～第三推進プロジェクト

は、２年以内に確実にお客様に使っ

ていただくR&Dを指向しています。

また、ソフトウェア開発プロジェク

トと分散処理基盤技術プロジェクト

は、イノベーションつまり次世代技

術に関するR＆Dを推進していま

す。R&Dフェーズ別でも基盤研究か

らサポートまでの非常に広範囲で、

またシステム開発フェーズで見ても、

設計～製造～運用～移行まで、所掌

範囲が広い組織といえます。

またプロダクト単独の提供ではな

く、サポートもセットで提供するこ

とを指向するのが大きな特徴です。

もう１つ重要な取組み方針とし

て、事業の戦略と同期するため、早

期に事業と連携する点があげられま

す。例えば、ソフトウェア工学の分

野ではNTTデータ様と連携してい

ますし、クラウドの分野ではNTT

コミュニケーションズ様と連携して

います。そこでの実績を他の事業会

社に水平展開していくという戦略で

す。一例として、NTTコミュニケ

ーションズ様の「グローバルクラウ

ドビジョン」に向けた、データセン

タ内／データセンタ間ネットワーク

仮想化技術を図２に示します。

－設立初年度の重点R&D施策を

お聞かせください。

藤田 図３に示すように、サービス

開発を抜本的に改革するために、３

本柱からなる取組みに注力していま

す。１つは、OSSセンタでの実績

を引き継ぎ、より広い範囲をカバー

する技術サポートです。従来、

LinuxやPostgreといった外部コミ

ュニティが開発した汎用OSSの活

用支援を中心に活動してきました

が、これに加え我々自身が開発した

ソフトウェアをもサポートすること

を指向します。また従来のWeb三

層モデルに加えて、開発や運用・保

守フェーズまで取組み範囲を拡大し

たいという想いもあります。2つ目
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分散処理 
基盤技術プロジェクト 

・分散分析処理技術　 
・広域分散OS技術 

第三推進プロジェクト 
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・クラウド運用監視技術の実用化 
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第二推進プロジェクト ・大規模分散処理基盤の実用化 

第一推進プロジェクト 
・クラウドコンピューティング環境構築・運用 
（NTT R&Dクラウド） 
・クラウドコンピューティングSE

ソフトウェア 
開発技術プロジェクト 

・ソフトウェア開発標準の整備・推進 

・ソフトウェアリエンジニアリング技術 

OSS推進プロジェクト 
・OSS関連技術の研究開発・普及展開 
・OSS関連技術支援 

企画担当 ・研究推進業務 
・総括業務 

米国西海岸ＭＣＬ 

今日 

ＮＴＴ ソフトウェアイノベーションセンタ 

２
年
以
内 

次
世
代 

図1 NTT ソフトウェアイノベーションセンタの組織構成と主な取組み
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①拠点横断で仮想L2
　ネットワークを作成 

②お客様が自らの操作で 
　NW／VMを自在に配備 

仮想ネットワーク 

遠隔地データセンタＡ ③拠点横断でマイグレー 
ションを実現 

図2 事業会社との早期連携例（クラウドでのNTTコミュニケーションズとの連携)
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える基盤技術のR&Dに注力してい

ます。それに加え、将来的にはクラ

ウド環境がネットワークワイドに拡

散することが見込まれるため、イン

テリジェントで自律的な次世代クラ

ウド環境の実現を指向したR&Dに

も取り組んでいます。処理内容、環

境（回線・電源・デバイス）に応じ

て、動的に実行環境を自動選定する

次世代クラウドアーキテクチャを確

立することが、キャリアである弊社

の強みを生かすことにつながると考

えています。

－3つ目の柱では、ソフトウェア

工学部隊を再立上げしたということ

ですが、上流の要求工学にも取り組

まれる・・・・。

藤田 開発プロセスのどの領域に注

力するかは、今後事業会社様等と詰

めて行きますが、下流に行くほど各

社で流儀がバラバラであるため、上

流工程から始めるのが、早期に効果

が出るのではないかと個人的には考

えています。

－R&Dを進めるにあたっての基

本方針をお聞かせください。

藤田 私は、事業貢献の基本的考え

方として２つを掲げています。１つ

は、オープンイノベーションの推進

です。冒頭お話したように、グロー

バルレベルで見た場合、我々のリソ

ース規模はライバルを圧倒的に凌駕

できるほどには、大きくはありませ

ん。したがって、研究所単独で大型

開発は原則実施せずに、オープンイ

ノベーションを推進し、世の中の優

れた技術・製品を組み合わせて提供

するという考えです。もう１つ重要

なのは、サポート・ノウハウもセッ

トで提供するということです。図４

はこの２つの基本的考えに基づく

SICでのR&Dの進め方を示します

が、私は①～③の取組みが中心と考

の柱は、今一番の旬な技術であるク

ラウド基盤技術です。クラウド基盤

技術のR&Dを加速し、事業にいち

早く貢献したいと考えています。

３つ目の柱は、ソフトウェアを

「早く」「安く」「品質良く」開発す

るためのソフトウェア開発技術で

す。25年位前、NTTはソフトウェ

ア工学の研究開発を担うソフトウェ

ア研究所を設立しました。私の個人

的な見方ですが、当時、事業会社の

中でソフトウェア開発を事業ドメイ

ンとしていたのはNTTデータ様と

NTTコムウェア様しかなく、R&D

成果の適用先が少ないこともあって

10年位でなくなりました。しかし

ここにきて、全事業会社がソフトウ

ェアの開発を避けられなくなり、事

業会社からの強い要望もあって改め

てソフトウェア開発の生産性向上・

品質向上に向けたR&Dを立上げる

こととしました。

－クラウド基盤技術のR&Dを加

速されるということです

藤田 現在は、事業会社の戦略とリ

ンクしたクラウドデータセンタを支
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えています。①技術検証・サポート

については、OSSセンタ及びNTT-

CERT等で実績を積んだ技術検証及

びサポートの考え方を継続&拡大し

ます。②OSSの組み合わせ提供に

ついては、有用なOSSコミュニテ

ィにコントリビュートし、コミュニ

ティとの連携による技術開発・ノウ

ハウ展開を推進します。③他社の優

れたプロプライエタリ製品について

も、米国のMCL等と連携しいち早

く発掘し利用に際してのノウハウと

併せて提供します。

また、④研究所でのプロプライエ

タリ製品開発については、限られた

戦略的な領域に限定すべきだと考え

ています。

SICの主戦場はプラットフォーム

領域です。良いプラットフォームの

必要条件の１つは、広く普及してい

て使ってくれる技術者が多いことで

す。オープンイノベーションを基軸

に、いち早く世界中の優れた技術・

製品を取り込む、あるいは世界中の

方々とコラボレーションして優れた

技術・製品を創出するというマイン

ドが根底にあるため、オーブンイノ

ベーションの中心地（仲間が集うメ

ッカ）になるという想いも込めてイ

ノベーションセンタという名称を付

けたともいえます。

－MCLとの連携に注力されてい

るとのことでしたが、NTTグルー

プのグローバル展開に対して、どの

ような対応をお考えですか。

藤田 ご存じのようにNTTグルー

プは、グローバル化を急ピッチで推

進しています。国内と異なり、法的

な制約も少なく、ビジネススケール

も急拡大してゆくことを期待してい

ます。これは、我々から見ると、

R&D成果の提供先が世界に拡がる

ということです。すでに述べたよう

に、MCLとは、一体運営とまでは

いきませんがかなり緊密に連携しつ

つ、MCLを起点としてシリコンバ

レーの情報系の有力な企業、大学、

研究機関やそれらが構成するコミュ

ニティに入り込み、現地の技術者た

ちと連携することで、NTTグルー

プの事業・サービスに貢献するグロ

ーバルレベルのR&Dを加速してい

ます。また、R&Dコスト削減に向

けたオフショアの活用にも取り組ん

でゆきたいと考えています。

－最後に今後の抱負と研究者への

メッセージをお願い致します。

藤田 シナジーを発揮するために

は、多くのメンバが、センタでの取

組みを知っていて、その成果物であ

るプロダクトを、誇りをもって勧め

る 文 化 が 重 要 で す 。 こ の C I

（Center Identity）活動の一環で、

全員の名刺の裏面に、SIC発のプロ

ダクトのロゴを記載しています（図

６参照）。また、競争相手より＊＊

倍速いとか、コストが＊＊分の1と

か、数字で考える文化の醸成にも注

力しています。研究者には、「サラ

リーマン研究者にはなるな！」と言

いたいですね。会社や上司の命令に

従うだけではなく、逆に会社のリソ

ースを自らが活用するという考え

方、個々人が主体となって会社の環

境・リソースと、自らの智恵・体

力・時間をうまく組み合わせること

により他社を大幅にリードする成果

を創出して欲しいと思っています。

－本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）
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持株研究所 

コミュニティへの 
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R&Dの加速 

外部の有望な技 
術の評価・連携 
体制の構築 

 

ソフトウェアの先進的 
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研究開発 
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によるR&Dの加速 

具体的なR&Dの取組み 活動内容 
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連携して推進 連携して推進 
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―MCLとの連携に注力されている

とのことでしたが、NTTグループの

グローバル展開に対して、どのよう

な対応をお考えですか。

―最後に今後の抱負と研究者へのメ

ッセージをお願い致します。

―本日は有り難うございました。

http://www.bcm.co.jp/
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