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NTT-ATの

をNTTグループ各社と連携しつつ

行い、一般市場開拓に努めています。

“お客様有りき”の姿勢で課題・ニ

ーズを把握し、それに応えるための

ソリューションを外部の先端技術及

び自社技術をインテグレートして提

供することを基本方針としていま

す」と語る。

また、営業本部ソ

リューションSE部

門の曽根岡昭直部門

長は、「一般市場の

開拓を加速し、ソリ

ューション推進体制

を強化するために、

2011年４月に、営業本部内にソリュ

ーションSE部門を設置しました。

この前身は、社内の各ビジネスユニ

ット（BU）が顧客の課題・要望に

応える上で、各BUだけでは対応で

きない案件に対し、NTT-AT全社の

総合力を発揮して対応・調整を行う

“ソリューション駆け込み寺”的な

機能を持つ組織でした。現在まで、

中核となる重点ソリューションを設

定し、それを核にしながら、一般市

場拡大に尽力してきました。体制強

化後のソリューション売上は、重点

ソリューションの水平展開が加速し

たこともあって2012年度は2011年

“Integrated-Value Provider”と

して、NTT研究所のR&D成果や外

部の先端技術に独自技術を組み合わ

せ、将来の市場や社会のニーズ、技

術を見据えた一歩先の高付加価値の

ソリューションビジネスを積極展開

するNTT-AT。同社は、事業拡大に

はNTT研究所などNTTグループ以

外の一般市場開拓が不可欠で、それ

をドライブするのがソリューション

ビジネスであると位置づけている。

NTT-AT取締役の南部明営業本部

長は、「弊社は、NTTグループの

R&Dの中核企業として、技術・ビ

ジネス・社会の将来像を展望しつ

つ、内外の先端技術を目利きし、そ

れらを活用したソリューション提案

NTT研究所のR&D成果と独自技術を組み合わせた高付加価値ソリューションを展開するNTTアドバンステクノロジ（以下、
NTT-AT）。同社では、数年前からNTTグループ以外の一般市場での売上拡大の鍵となるソリューションビジネスの展開に注
力してきた。2014年度も一般市場を上昇軌道に乗せ、成長を維持していくための組織整備を図るなど、ソリューションビジ
ネスの強化と加速化に向けた施策を積極的に展開する方針だ。以下では、NTT-ATにおけるソリューションビジネスの拡大戦
略について紹介する。

一般市場での売上拡大の鍵となる
ソリューションビジネスの拡大に注力
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度と比較し 16％増、2013年度は

73％増と着実な成果をあげてきて

います。全社売上に占める一般市場

の比率も 30%から 40%強まで拡大

しています」と述べている。

2013年度は、①防災、②原子力

防災、③顧客コンタクト・コラボレ

ーション、④ワイヤレス、⑤スマー

トコミュニティ、⑥センサネットワ

ーク、⑦多拠点映像配信・処理、⑧

遠隔周産期医療支援、⑨特定顧客向

けNI（ネットワークインテグレー

ション）、⑩ラボ・インテリジェン

スを重点ソリューションと位置づけ

て、ソリューションビジネスを展開

してきた。

曽根岡部門長は、「2014年度は、

定常的な受注の拡大を狙いに、関連

ソリューションの連携強化を図るこ

ととしました。具体的には、①～④

のソリューションは引き続いて重点

ソリューションとして継続するが、

相互の連携を強化するために、スマ

ートコミュニティとセンサネットワ

ークは⑤センサ＆ビッグデータとし

て統合、多拠点映像配信・処理と遠

隔周産期医療支援も⑥多拠点映像配

信・処理として統合、更にNIとネ

ットワークの検証を行うラボ・イン

テリジェンスも⑦ネットワークソリ

ューションとして統合しました。新

たに、持続的な受注案件の獲得強化

を目指し、⑧クラウド＆運用支援を

重点ソリューションとして新規追加

しました。2014年度はこの８つの

重点ソリューションを核にビジネス

を展開します」と述べている。

表１に 2014年度の重点ソリュー

ションの一覧を示す。以下、これら

８つの重点ソリューションのうち、

後続の各論頁で詳細紹介する①防

災、②原子力防災、③顧客コンタク

ト・コラボレーション、④ワイヤレ

スの４つのソリューションを除く4

つの重点ソリューションに関する取

組みの概要を紹介する。

●センサ＆ビッグデータ

センサ＆ビッグデータソリューシ

ョンについては、電力、水道、ガス、

交通関係など老朽劣化が進む社会イ

ンフラの維持管理に向けた各種セン

サを活用した、監視系ビジネスやビ

ッグデータ・オープンデータの利活

用の強化などに取り組んでいる。

NTT-ATは、センサ設備の設計だけ

でなく、センサからの情報収集のため

の無線技術を設計するノウハウを有し

ている。センサ技術の実例としては、

2010年10月開業した羽田空港のD滑

走路では、飛行機の離発着に伴う地盤

変動を検出するために同社のFBG

（Fiber Bragg Grating）／BOTDR

（Brillouin Optical Time Domain

Reflectmetry）センサシステムが導入

されている。

また、センシングからデータ収集、

蓄積・分析、加工、表示まで、セン

サ＆ビッグデータのトータルソリュ

ーションをワンストップ

で提供しているのも大き

な強みだ。例えば、各種

センサから収集したデー

タが小規模の場合は、

NTT-ATが経済産業省の

「情報大航海プロジェク

ト」で開発した「PDX

（プロファイル情報統合

基盤）」を利用し収集、

蓄積・分析を行い、大規

模の場合は、PDXで収集

後、蓄積・分析は、オー

プンソースの「Hadoop」、
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★： 本特集に別記事あり ＊1： MCS ： MatchContactSolutions ＊2： DMS ： Document Mining System   

＊3： CA/MS ： ContensArena/MediaSpark
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重点ソリューション 顧客セグメント 主な商材 活動方針 

★防災 

★原子力防災 

センサ＆ビッグデータ 

★顧客コンタクト・コラボ 
　レーション 

多拠点映像配信・処理 

★ワイヤレス 

ネットワークソリューション 

クラウド＆運用支援 

自治体 

自治体 

官公庁、一般研究所、自治体 
社会インフラ事業者 

サービス提供事業者、自治体 

自治体、教育機関 
サービス提供事業者、金融 
多拠点店舗、病院 

自治体、官公庁、一般研究所 
教育機関、社会インフラ事業者 
多拠点店舗、ホテル 

自治体、一般研究所、教育機関、 
キャリア、SIer、社会インフラ事業者、 
金融 

自治体、一般研究所、教育機関、 
キャリア、社会インフラ事業者 

防災情報伝達制御 
280MHz防災ラジオ 
危機管理ソリューションなど 

放射線モニタリング 
避難シミュレーション 

電力管理・見える化 
FBGセンサ、Jubatusなど 
ビッグデータ処理技術 

MCS＊1、DMS＊2、 
メディア探索技術 

CA/MS＊3、サイネージ、 
ビデオ会議、HEVC/4K

Wi-Fi（4ipnet）、WIPAS、 
無線システム支援ATSPOT

仮想化、SDN、光スイッチ、 
DPI、NWセキュリティ、 
ラボ・インテリジェンス 
（検証自動化） 

ICT-24クラウド、 
1.5次保守運用サービス 

・防災情報伝達制御の継続 
・280MHz防災ラジオを新規展開 

・センサメーカとの連携の継続 

・電力効率化に加え 
 老朽化するインフラの監視 
・ビッグデータ・オープンデータの 
 利活用の強化 

・トラヒック急増に対する帯域制御、 
 SDNの提案強化 

・ICT-24クラウド、運用支援を核に 
 顧客との関係を強化し、案件拡大 

・MCS大型案件の横展開 
・テキスト系ビッグデータ処理の提案推進 

・従来活動に加え、HEVC/4K活用 

・4ipnet販売推進の継続 
・官公庁案件提案 

・NWセキュリティの強化 

表1 2014年度重点ソリューション一覧



野では、各種ネットワークの構築に

おける豊富な経験をもとに、従来か

らネットワーク設計・構築～運用保

守までを含めてワンストップで対応

している。特徴的なソリューション

として、サーバーやネットワークの

仮想化、トラヒック急増に対してア

プリケーションレベルでトラヒック

の見える化・帯域制御を行うDPI

（Deep Packet Inspection）、通信機器

で機能アップ毎に繰り返し行われる

検証の効率化を支援する検証自動化

を展開している。特に、深刻な社会

問題となっているサイバー攻撃に対

するネットワークセキュリティの提

案強化を図っている。具体的には、

セキュリティ診断、セキュリテ

ィ監視、セキュリティ監査、セ

キュリティコンサルティング、

セキュアネットワーク設計・構

築、セキュリティ情報提供、ウ

イルス対策、内部情報漏洩対策

などのセキュリティ全般をカバ

ーするサービス「NetProtect」

を提供している。

●クラウド＆運用支援

重点ソリューションの１つとして

新規追加した「クラウド＆運用支援」

は、NTTサービスイノベーション総

合研究所におけるR&D成果のフィー

ルドトライアルスピード化に向けた

クラウド環境「クロスファーム」の

構築・運用を支援している実績・ノ

ウハウを生かしたソリューションだ。

図２に示したように、研究開発フ

ェーズからフィールドトライアル、

商用運用まで、迅速に新サービスを

展開する「リーンスタートアップ」

手法に対応した支援と、NTT-ATの

「ICT-24オペレーションセンタ」を

含めたクラウド関連のリソース利用

「Cassandra」や、NTTのR&D成果

をオープンソース化した大規模デー

タをリアルタイムに解析・機械学習

する「Jubatus」を利用した大規模

分散処理システムをベースにして実

現する。なお、「PDX」は、各種セ

ンサから収集した様々なデータ（メ

タデータ）を高速に収集してデータ

ベース化することで、ユーザーサー

ビスとの連携を容易にする基盤ソフ

トウェアである。

NTT-ATのセンサ＆ビッグデータ

ソリューションの導入事例としては、

ミサワホームが提供している多機能

HEMS（ホームエネルギーマネジメ

ントシステム）サービス「enecoco」

のシステム開発があげられる。

●多拠点映像配信・処理

従来のTV会議・ビデオ会議をは

じめとする各種映像コミュニケーシ

ョン技術やデジタルサイネージ技術

を活用したソリューションの展開に

加え、最近特に注力しているのが、

H.264の次の映像符号化技術である

「H.265/HEVC」に対応した映像アプ

リケーションの開発を実現するソウ

トウェアコーデック「HEVC-1000

SDK」や、4K映像コンテンツ用ファ

イルコンバートソフトウェア

「RealFeel FileConvert 4K」の展開で

ある。特に2020年の東京オリンピッ

ク開催を視野に高精細映像の配信ニ

ーズが高まることが予想されること

から、提案活動を強化している。

●ネットワークソリューション

ネットワークソリューションの分
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NTT-ATの

◎リーンスタートアップの支援 ： 研究開発から商用サービスへの円滑な移行を支援。 
◎ICT-24クラウドのリソース利用により、サービス環境の柔軟な拡大・増殖に対応。 

研究・開発会社 

ICT-24クラウド 

研究 
開発 

フィールド 
トライアル 

商用運用 

【プロセス】 

協力会社 

事業会社-１ 
事業会社-２ 

試行サービス 

商用サービス 商用サービス 

必要な研究開発環境の払い出しを受ける。 

協力会社も、同一構成環境を借り出しや共有が可能。 

フィールドトライアルへの環境移行や商用 
前段階のサービスでも保守運用を支援。 

研究・開発会社 

事業会社クラウドとも連携し、本番 
への移行と、保守運用を支援。 

サービスの拡大に伴い、リソースを拡充。 
サービスエリアの拡大にも対応可能。 

図2 「クラウド＆運用支援：ICT-24クラウド」の概要

写真1 「ICT-24オペレーションセンタ」での
リモート監視例



により、サービス環境の柔軟な拡大

に対応するものだ。

クラウドソリューションとして

は、クラウド基盤、サーバー仮想化、

ストレージ仮想化、ネットワーク仮

想化、仮想デスクトップ、マルチキ

ャスト配信、BCP、遠隔作業支援

など様々なソリューションを用意し

ている。

また運用系についてはNTT-AT

は、「ICT-24オペレーションセンタ」

を活用して、24時間保守運用サー

ビス（マニュアル対応の１次保守に

加え、テクニカルヘルプデスクによ

る1.5次保守）を提供している。高

度化・多様化するシステムやネット

ワークを万全のハウジング環境とセ

キュリティ体制、高品位なソリュー

ション技術で、従来のデータセンタ

ーとは異なるユーザビリティと高レ

ベルの運用業務を提供しているのが

大きな特長だ。

ソリューション推進体制の強化か

ら３年を経過し、企画提案書の蓄積

や社内エキスパート・社外人脈の知

識蓄積、案件のタイプ毎の売上・利

益率などソリューション関連データ

の蓄積、さらには営業活動を支える

ツールの整備・活用も進んできた。

冒頭で紹介したように、着実に成果

もあげてきている。この流れを一段

と加速し、さらにソリューションビ

ジネスを拡大するために曽根岡部門

長は、「ソリューションSE部門の

３年間の活動で、データやノウハウ

が集積されています。

例えば様々なバリエ

ーションの企画提案

書は 2000件以上蓄積

しています。将来の

技術や社会・産業の

近未来を展望しつつ、

蓄積されたソリュー

ション関連データを

活用したデータドリブンなソリュー

ション営業の推進に注力していま

す」と述べている。

以上、NTT-ATにおけるソリュー

ションビジネス拡大に向けた取組み

を紹介した。ソリューションビジネ

スを牽引する曽根岡部門長は、今後

のソリューションビジネスの展開に

ついて、「更なるデータドリブンな

営業推進とともに、①既存ソリュー

ションの横展開と、②既存重要顧客

への営業強化の２つを基軸に、実

績・経験に基づいた高付加価値なソ

リューション提案を目指したいと思

っています」と述べている。

最後に南部取締役は、「売上拡大

に向けて一般市場でのビジネスを上

昇軌道に乗せ、持続的な成長を遂げ

ていくためには、営業本部における

戦略機能の拡充が必要です。このた

め本年４月１日に、営業戦略企画と

新商品・新サービス・新事業や新ビ

ジネスモデルなどの新ビジネス開拓

機能を持つ“営業戦略部門”を営業

本部配下に設置しました。これによ

り、戦略的にアカウント営業の徹底

も図れると思っています。いずれに

しましても、2014年度は一般市場

の売上比率を少なくとも 50％まで

拡大したいと考えています」と抱負

を述べている。売上拡大に向け、視

界は良好といえそうだ。
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図3 データドリブンなソリューション営業

図4 今後のソリューションビジネスの展開イメージ
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