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全社サービス戦略に基づき、グロ
ーバル市場での競争に勝つための技
術開発を推進していくうえで、現在
取り組みの柱となっている項目は以
下の 4点である。
（1）ネットワークと一体的に提
供するキャリアクラウドの強化

・APGW自動化開発と機能拡充
・Comオーケストレータ開発
・ホワイトボックススイッチ評価
・SAMURAI技術開発
・セキュリティ独自防御技術開発
・自社サービスに関するデータ解析

（2）API機能の充実
・HTML5/WebRTC技術開発

（3）仮想化の加速
・SDN
・vCPE（NFV）
・IaaS基盤技術開発
・分散ストレージ技術評価
・ホワイトボックスサーバー評価

（4）ソフトウェア技術者の育成
・育成および有スキル者の採用によ
る強化

前述の取り組みを加速させるた
め、技術開発部では新たなテストベ

　

NTT Comグループ全体の技術戦
略の策定を技術開発部発足時に新設
した技術戦略部門が行い、その戦略
に基づいた技術開発を開発ユニット
が実施している。開発ユニットにつ
いては、新技術開発および各分野の
中長期戦略施策を検討するテクニカ
ルユニット（TU）、レイヤ横断的に
戦略施策を推進するストラテジック
ユニット（SU）、事業創出および社
内の商用化支援を行うビジネスユニ
ット（BU）で構成し、全社サービス
戦略に応じてフレキシブルにスクラ
ップ&ビルドを行っている（図 1）。

　

NTTコミュニケーションズ（以
下、NTT Com） 技 術 開 発 部 は、
2014年 8月に NTT Comグループ
横断の技術戦略策定および技術開発
を担う機能として新設された組織で
ある。
“Global ICT Partner”となるべく
お客様に対するより付加価値の高い
技術やサービスを提供するために、
これまで社内に分散していた SDN

や NFV等のシームレスな技術開発
リソースを集結させることで、新た
な技術をスピーディーに開発し、サ
ービスに導入していくミッションを
担っている。

サービスレイヤ横断の技術開発強化を推進する
技術開発部の取り組み

技術開発部 企画部門 部門長 藤岡 大輔

 
 

技術開発部は、NTTコミュニケーションズグループの事業ビジョン“Vision 2015” に基づき、全世界のお客様の
“Global ICT Partner”となるべく、グローバル市場での競争優位を獲得できる技術開発戦略の策定およびその戦略に
基づいた『開発』/『検証』/『育成』を行う。

開発ユニット

・全社サービス戦略に基づくレイヤシームレスな技術開発
・自ら取り組む新技術開発
・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、PoC (Proof of Concept)
・プロフェッショナル人材育成

技術開発部

技術戦略部門
・ 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/他社)
・ 知的財産マネジメント・技術輸出管理　等　

企画部門
総務・人事育成・経理契約・企画業務　等

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 

経営企画部

・全社技術開発戦略策定 

・NTTグループ全体のR&D

NTTグループ
各研究開発組織

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　レイヤ横断的に戦略施策を推進
TU：テクニカルユニット　    新技術開発及び各分野の中長期的施策を検討
BU：ビジネスユニット　       事業創出および社内の商用化支援を実施

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

【TU】10ユニット
ネットワークコア
クラウドコア
ストレージ
SDNコア
セキュリティ 【BU】1ユニット

SDNサービス

  【SU】8ユニット
テストベッド
沖縄オープンラボ
プロデュース　
プロジェクトマネジメントサポート

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

図1　技術開発部の体制と役割

技術開発部の役割1 技術開発部の体制2 今年度に注力する取り組み3

グローバルなテストベッド
環境の構築と活用4

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


特集

NTTコミュニケーションズ　技術開発部の取り組みNTTコミュニケーションズ　技術開発部の取り組み

59ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.1

特集

NTTコミュニケーションズ　技術開発部の取り組みNTTコミュニケーションズ　技術開発部の取り組み

ッド環境の構築と運用に取り組んで
いる。ここに技術開発部の開発成果、
NT T 研究所の技術、及びベンダの
技術を結集させ、世界に先駆けてフ
ル仮想化と徹底的に自動化を目指し
たオンデマンドで柔軟に構成変更可
能なインフラを目指している。
また、テストベッドには現在技術

開発部に設置されている「データサ
イエンスラボ」、「HTML5ラボ」、「UX

デザインスタジオ」、「サイバー攻撃
テストベッド」、「沖縄オープンラボ」
といった重点分野の技術ラボのノウ
ハウも結集させるよう現在環境構築
を行っている（図 2参照）。
テストベッドの利用については社

内、国内にとどまらず、ベンダにも
開放し、最新機器や技術の評価にも
活用できることを目標としておりテ
ストベッド利用者は開発した各技術
をレイヤシームレスに組み合わせて
テストベッド上に実装し、将来の
ICT環境のあるべき姿を具現化して
社内外に発信し、ベンダやコミュニ
ティと共にユースケースを創出する
ことで、商用化に貢献していく。

技術開発部では、強化事業領域で
即戦力として技術貢献できる人材
（例：仮想化技術を用いたクラウド
や NW等のサービスを、スピーデ
ィーに開発し安定的に運用できる人
材）を、入社 5年目までの若手社
員の育成と、中堅社員向けのトレー
ニングの 2つのメニューを通じて
育成している。

　

技術開発の活性化に加えて、成果
や技術力を発信していく取り組みに
も技術開発部では注力している。
Interopや SDN Japan、NABといっ
たイベントでの展示や各種講演、学
会活動はもとより、今年度から広報
室と共同でエバンジェリストプログ
ラムを開始した。このプログラムで
は先進的な技術力や業界をリードす
る知識を持った社員をエバンジェリ
ストとして登用し対外発信活動を強
化することにより、中立的な業界動
向・市場インパクトの提言とともに、
NTT ComのサービスやNTT Com自
身のプレゼンス向上を図っている。

（参考）
エバンジェリストプログラム
http://www.ntt.com/evangelist/

※ 1 技術スペシャリストのための研修プログ
ラム。講師も技術開発部の社員が担当し、
「教える力」の育成にも役立てている。

（1）若手社員の育成（5年目まで）
NW／クラウド／データ／アプリ

／セキュリティ等幅広い分野の基礎
知識と技術を集中して習得する
Bootcamp※ 1形式の研修や、テスト
ベッドの構築・運用業務を通じ、実
務スキルの習得を行っている。
これらのプログラムでは、技術開
発部の社員だけでなく、CL部、AC

部、SS部等他部の社員約 100名を
受けいれ、全社的な施策としても実
施している。
（2）中堅社員向けトレーニング
強化事業領域の Bootcampとして

「サイバー攻撃テストベッド」を用
い、実践環境におけるセキュリティ
エンジニア育成プログラムを実施し
ている。
今後は Software Definedな時代に

即した基本的なソフトウェア開発能
力を有し、クラウド時代に対応でき
るソフトウェアエンジニア育成への
取り組みも強化していく。

将来のToBe像を
社内外に発信

・ 技術開発部の開発成果、NTT研究所の技術、及びベンダの技術を結集し、世界に先駆けて、フル仮想化と徹底的に自動化
  された基盤のToBe像を具現化し、社内外に発信
・ 社外のベンダやコミュニティと共にユースケースを創出し、商用化を加速

テストベッド

ユースケース  
PoC  

ユースケース  
PoC  

・・・ 

ネットワークとクラウド基盤の機能を
フル活用するユースケース創出

・・・

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

Cloud/ 
IaaS SDN NFV 

技術開発部で
開発した各技術

開発

 

NTT研究所の技術  

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

 

経営企画部サービス戦略

ベンダの技術

NFV 
コントローラ

SDN 
コントローラ

Cloud 
コントローラ

社外との連携
・ 社外とのトライアル実施
・ 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

レ
イ
ヤ
横
断
でPoC

と
し
て
実
装

オーケストレータ 

図2　テストベッド環境の概要

技術者の育成5

技術の対外的発信6
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