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サービスレイヤ横断の技術開発強化を推進する
ＮＴＴコミュニケーションズ 技術開発部
インタビュー

レイヤスルーの技術開発と
技術検証、人材育成に注力
「ビジョン 2015」実現に向け、通信事業者ならではの「キャリアクラウドサービス」と「シ
ームレス ICT ソリューション」の提供に注力する NTT コミュニケーションズ（以下、
NTT Com）。グループのサービス戦略に基づくサービスレイヤ横断の技術開発の強化を
目的に、新たに技術開発部を設置した。新組織の主要ミッションと概要等について、技術開
発部長に就任された伊藤幸夫取締役にうかがった。

サービスレイヤ横断の技術開発
の強化を目的に設立
—本年８月の組織改編に伴い、新た

ば大規模クラウドを提供する OTT
（Over-The-Top）事業者は、独自に大

㈱ＮＴＴコミュニケーションズ
取締役 技術開発部長

規模データセンターを設け、独自の

伊藤 幸夫氏

システム／ソフトウェアを駆使して
仮想的にサービスを展開しています

しました。主要ミッションは、NTT

ました。はじめに、技術開発部設立の

が、実際はデータの通り道としての

Com グループのサービス戦略に基

背景、新組織の主要ミッションからお

物理ネットワークを利用していま

づき、グローバル市場での競争優位

す。サービスプロバイダーや企業が

を獲得できる技術開発戦略の策定及

昔のようにハードウェアを調

提供するサービスを、エンドユーザ

びその戦略に基づいた 開発 ／ 検

達すればすぐにサービスを提供でき

ーは取捨選択しながら利用してお

証 ／ 人材育成 を行うことです。

るという時代は終焉しました。ハー

り、その際にも物理ネットワークを

弊社にはサービスを開発・提供する

ドウェアやソフトウェアの技術革新

利用しています。

部隊がそれぞれありますが、コア技

が進んでいます。例えば仮想化はコ

—ネットワークインフラの上で全て

術は共通化してきています。現在提

ンピュータから始まりました。これ

が成り立っている ････。

供しているサービスの機能改良等

は従来のハードウェア中心のアーキ

伊藤

サービスを媒介しているの

は、各サービス部門の開発グループ

テクチャから、より効率的で迅速か

が、我々通信事業者であり、信頼性や

が行いますが、グローバルでのサー

つ安価なコンピュータリソースの実

可用性などへの対応を含め、物理的・

ビスポートフォリオを視野に入れた

現を目指したものでしたが、最近で

論理的・仮想的ネットワークを提供

技術開発を、然るべきサービス戦略

はネットワークの仮想化へと拡大し

する通信事業者しか、サービスの媒

に基づいて、少し先を見据えた技術

てきました。当社も「グローバルク

介はできません。その意味で、ネッ

も含めてロードマップを描きながら

ラウドビジョン」を掲げ、クラウド

トワーク技術の潮流とクラウドの流

推進します。

サービスを全社施策として推し進め

れに対し、ポジティブに取り組むこ

ていますが、利用者端末も無線技術

とで、お客さまにより最適なサービ

や CPU・メモリ技術の進化により、

スを創出・提供できるのではないか

新しいデバイスが出現してきまし

ということを踏まえて、「ビジョン

た。こういった状況を踏まえたサー

2015」の実現に向けて取り組んで

ビスを提供していかないとお客さま

いますが、この取組みを一段と強化・

要をお聞かせください。

のご要望にお応えできません。例え

加速するために、技術開発部を創設

伊藤

に設置された技術開発部長に就任され

聞かせください。

伊藤
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技術戦略部門に加え、３つの
領域の開発ユニットを設置
—技術開発の範囲及び内部組織の概

技術開発の範囲は、レイヤレ
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スです。変化のスピードの速いレイ

の中長期的施策を検討する

TU：

ド環境を提供します。ベンダーが用

ヤ 2 以上の領域にフォーカスしなが

テクニカルユニット 、事業創出及び

意する PoC（Proof of Concept）環

ら技術開発を行いますが、光伝送レ

社内の商用化支援を実施する

BU：

境を利用するのではなく、このテス

イヤもカスタマサービス部の専門部

ビジネスユニット

の 3 つの領域の

トベッド環境の中で、利用者が自身

隊と連携して伝送路の構成や使い方

計 18 ユニットからなる開発ユニッ

でクラウドコントローラーを設定

を組み合わせた

トを設けました。

し、スマートに検証等を行えるとい

レイヤシームレス

な統合オペレーション 、換言すると

う環境は、非常に役立つと考えてい

レイヤシームレスなネットワーク
オーケストレーション

関係者にも開放するグローバル
なテストベッド環境も構築

の仕掛けや

ソフトウェアの開発、さらにはセキ
ュリティ技術やファイアウォール、

—レイヤシームレスな技術開発を推

ロードバランサなどのアプライアン

進される際の特徴的な取組みとして何

ます。

初年度はキャリアクラウド強化に
資する技術開発と人材育成に注力

ス機能を含めたレイヤシームレスな

かありますか。

—最後に、初年度はどのような点に

技術開発を行います。さらにアプリ

伊藤 旧 IAC（先端 IP アーキテクチ

注力されるお考えですか。

ケーションやクラウド関連の最新技

ャセンタ）でもレイヤごとのテスト

伊藤 10 月 9 日・10 日開催の「NTT

術についても特にソフトウェアに注

ベッド環境を構築しながら進めてき

Communications Forum 2014」で、

目して進めていきます。

ましたが、これをレイヤシームレス

社長の有馬が全社施策である「グロ

内部組織については、図 1 に概要

なテストベッドとして再構築しま

ーバルクラウドビジョン」に基づく

を示します。技術戦略部門は、NTT

す。運 用 面 で も SDN（Software-

強化施策をお話ししましたが、私ど

Com グループ全体の R&D 戦略、経

Defined Networking）技術を導入し

もの今年度の重点施策は、1 つはキ

営企画部の全社サービス戦略に基づ

てオペレーションの仕掛けも改良し

ャリアの強みを生かしたクラウドと

く技術開発戦略及び技術連携戦略の

つつ、今年度中には整備したいと思

ネットワークのシームレスな連携、

策定、知財管理、技術輸出管理を担い

っています。国内だけでなく海外に

2 つ目はクラウドサービスを拡大す

ます。また、レイヤ横断的に戦略施

も展開し、グローバルの NTT Com

るための仮想化技術の適用範囲の拡

策を推進する

SU：ストラテジッ

グループさらにはベンダーを含めた

大と API 機能の拡充によるオペレー

クユニット 、新技術開発及び各分野

パートナー会社にもこのテストベッ

ションの高度化です。SDN 技術に
加え、現在 Virtela 社の環境を使い取

技術開発部
技術戦略部門

企画部門
総務・人事育成・経理契約・企画業務

等

全社サービス戦略に基づく技術開発戦略の策定
技術連携戦略(持株R&D/グループ会社/ベンダー等)・
知的財産マネジメント・技術輸出管理

開発ユニット

全社戦略に基づく技術開発、新技術開発、各サービス機能組織からの要望に基づく商用開発支援、
テスト
ベッド環境の構築/運用、プロフェッショナル人材育成等

【SU】8ユニット

【TU】9ユニット
ネットワークコア
クラウドコア
SDN コア
セキュリティ
Webコア
データプラットフォーム
オペレーション
映像
ユビキタスシームレス

テストベッド
沖縄オープンラボ
プロジェクトマネジメントサポート
プロデュース
UXデザイン
環境・新エネルギー
インターネットナレッジ
Boot camp

【BU】1ユニット
SDNサービス

NTTグループ各研究開発組織
・NTTグループ全体のR&D

経営企画部
・全社技術開発戦略策定

サービス・
オペレーション組織
・プロトタイプ開発
・商用開発支援

営業組織
・案件支援
・技術支援

NTT Comグループ各社

社外との連携
SU：ストラテジックユニット
TU：テクニカルユニット
BU：ビジネスユニット

レイヤ横断的に戦略施策を推進
新技術開発及び各分野の中長期的施策を検討
事業創出および社内の商用化支援を実施

図1

ビジネスコミュニケーション

り 組 ん で い る NFV（Network
Functions Virtualization）の展開も
加速します。3 つ目は、プロフェッ
ショナル人材の育成です。最初の 2
つの重点施策を展開するためにも、
実践的に試せる場

として、前述し

たテストベッド環境の充実は欠かせ
ません。
—本日は有難うございました。
（聞き手：特別編集委員

河西義人）

技術開発部の組織概要
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サービスレイヤ横断の技術開発強化を推進する
ＮＴＴコミュニケーションズ 技術開発部

技術開発部技術戦略部門の取り組み
NTT コミュニケーションズ㈱ 技術開発部
技術戦略部門 部門長 山下 達也

ラボのノウハウ

HTML5、データサイエンス、
UXデザイン、
セキュリティ等

開発

NTT Com 技術開発部は、先進的
な技術の目利き等を含めた、NTT

技術開発部で
開発した各技術

Com グループ横断の技術戦略策定機
能、戦略に基づく分野横断の技術開
発機能を担う組織として新設された。
技術戦略部門は、グローバル市場

テストベッドにレイヤ横断で PoC
として実装

1. 技術戦略部門の役割

スの技術、将来の技術、知財戦略を
統合した新たな戦略を策定、推進し

ユースケース
PoC
テストベッド

ユースケース
PoC

・
・
・

社外との連携

オーケストレーター

Cloud/
IaaS

SDN

NFV

将来のあるべき姿を
ショーケースとして
提示

• ベンダが開発する
最新機器や技術
の評価

・
・
・

• 沖縄オープンラボ
との接続

フル仮想化と徹底的に自動化された
ネットワークとクラウド基盤

NTT研究所の技術

図1

での競争力強化のため、現行サービ

テストベッドの機能をフル活用する
ユースケース創出

テストベッドを活用した PoC の推進

な PoC に取り組む。

実現しているため、商用環境への移

技術開発部の取り組みの一つであ

行もシームレスに行うことが可能で

るテストベッドは、SDN/NFV による

あり、DevOps による「開発」から「運

また、先進的な価値・技術要素な

ネットワーク仮想化技術、およびクラ

用」へのサイクルの高速化と効率化

どの啓発・対外発信活動を強化し、

ウドによるサーバー仮想化技術を活用

を図ることができる。

ていく部門である。

業界リーダー

としての自社のプ

したフル仮想化と徹底的な自動化を

このテストベッドの運用は若手中

レゼンス向上に資するため、ネット

目指したオンデマンドで柔軟に構成変

心のメンバー自らが日々の監視等の

ワーク、クラウド、セキュリティ、

更可能なインフラであり、技術開発部

運用に携わっており、実践環境での

Web アプリケーションの分野等で

だけでなく、全社、さらにはベンダの

プロフェッショナル人材の育成の場

活躍しているエバンジェリストの活

利用をも可能にし、最新機器や技術

としても機能している。

動支援を行う。

の評価を目的としている ( 図１)。
このテストベッド上に、技術開発部

2. 個別技術を統合した PoC
(Proof of Concept) の推進

の取り組みにより開発した各技術を

3. 各ラボの取り組み

レイヤシームレスに組み合せ、実装す

全社技術戦略において、重点項目

ることで、近い将来のあるべき技術

となる技術は、技術開発部内に技術

のショーケースとして具現化する。最

ラボを設置している。前述の PoC

えたグローバルでシームレスなクラ

先 端 技 術 の 集 合 体 を 示 すことで、

開発に加えて、技術者の育成や社内

ウドと、SDN/NFV で構成される次

NT T Com のプレゼンス向上や PoC

外での活動により、NTT Com のプ

世代のネットワーク＆クラウド環境

及び自社サービスの改善に繋げる。

レゼンスを向上するというミッショ

技術開発部では、近い将来を見据

をベースに、いくつかのラボを推進

フル仮想化と徹底的な自動化を目

するとともに、世界を先導するよう

指した環境で技術のショーケースを
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ンを担っており、具体的には次のよ
うな取り組みを行っている。
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ドする事業展開を可能とするため、

● HTML5 ラボ
WEB アプリケーションエンジニ
アの育成や、日本初の HTML5 技術

5. NTT グループ、
業界、
コミュニティとの連携

知的財産権の取得を積極的に推進し
ている。
技術戦略部門が策定した全社技術

NTT Com では従来から NTT 研

の運営、標準化活動、開発者コミュ

戦略に基づく包括的な特許取得の推

究所をはじめとしたグループ企業と

ニティとの連携、開発者向けプロモ

進の他、サービス主管と連携してグ

連携して最先端の研究成果を取り入

ーションを実施。

ローバルに展開する各種サービスの

れ、お客さまの利用価値の高いサー

●データサイエンスラボ

ブランド取得等を行う。

ビスの開発、提供を行ってきた。

専 門 サ イ ト「HTML5 Exper ts.jp」

データサイエンティストの育成や

特に従来より全社の知的財産戦略

技術開発部ではさらに国内外のパ

実データ分析の重点領域での戦略判

を推進してきた組織と実際に技術開

ートナー企業、ベンチャー企業や各

断への利用のため、データ分析の高

発を行ってきた組織が技術開発部と

種業界団体、コミュニティと連携し、

度化を実施。

して一体となったことから、開発着

新たな技術やサービスの創出を積極

●サイバー攻撃テストベッド

手前、開発中にかかわらず小さなア

的に進めていく。

サイバー攻撃の収集〜解析〜再現

イディアの段階から積極的に特許を

このような取り組みにより、NTT

が可能なテストベッドを構築し、セ

取得し、技術ごとに網羅的な権利取

Com およびグループの技術、NTT

キュリティ製品の評価や NTT Com

得を目指している ( 図 2)。

研究所の成果、国内外の最新技術等

技術の検証を実施する他、ハンズオ

今後はこの取り組みをグローバルを

を連携させ、グローバルな競争を勝

ン演習が可能な環境も構築し、社内

含む NT T Com のグループ企業へも

ち抜く技術開発を加速させていく。

外のセキュリティ人材育成を実施。

拡大していくことで、知的財産の側面

● UX デザインスタジオ

から NT T Com グループにおける技

お問い合わせ先

術、ブランド構築等のプレゼンス強

NTT コミュニケーションズ㈱

実践的な UX デザインの技術・手
法についての調査・開発およびその

化に寄与していく。

技術開発部 技術戦略部門

社内展開、事業部へのサービスデザ

E-mail：techst-td@ntt.com

インやユーザビリティ改善等の UX
デザイン活動の支援、UX デザイン
人材の育成を実施。

全社の技術戦略の策定と並行して、積極的に特許取得を推進する。

●沖縄オープンラボ（正会員として
参画）

技術から
サービスをイメージして
特許を取得

沖縄オープンラボの活動活性化に
向け、クラウドと SDN を融合した
フル仮想化環境の次世代 ICT 基盤

サービスを網羅できるよう
数多くの特許を取得

・基礎研究特許
・要素技術特許

・商用化技術特許
・サービス特許

の実用化に向けた技術検証、研究開
発を外部企業と連携して実施。

4. 知的財産に関する取り組み
ビジネスリスクを低減するととも
に、安定的かつ支配的に市場をリー

ビジネスコミュニケーション
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将来の技術
（NTT研究所）

近い将来の技術
（技術開発部）

現在のサービスに
直結する技術
（サービス組織）

技術戦略

図2

特許取得の推進
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