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ハイブリッド時代に向けた
お客さまの ICT 環境の進化を
サポートしていきます

NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）は、お客さまが業務に利用する各種アプ
リケーションを、
「1ID」で「セキュア」かつ「便利」に利用することを可能にする企業向
け IDaaS（Identity as a Service）「ID Federation」の本格提供を 2015 年 4 月から開始し
た。
「ID Federation」は、企業 ICT 環境における新たな課題として注目されている IAM（ID/
アクセス管理）領域を対象とした新サービスだ。IAM 領域での事業展開と NTT Com の優
位性等について、NTT Com アプリケーション＆コンテンツサービス部（以下、A&C 部）
の菅原英宗部長にうかがった。

NTT コミュニケーションズ株式会社
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企業におけるアプリケーション利用環境の変化
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お客さまの業務領域
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ICT Total Solution

・ IaaSやネットワークの提供
・クラウドマイグレーションなどの業務
・ ICT環境のマネージメントサービス

ID Integration

ID Federation

ハイブリッド環境に対応した
IDaaS「ID Federation」

ハイブリッドな環境でもアプリケーシ
ョンを便利に利用アクセス管理ができ
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図２ 「ID Federation」を軸とした、お客さまの ICT 環境の進化
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ID Federation で採用してい

（聞き手・構成：編集長

菊地勝由）
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