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発展させた「クロスファーム」という
プラットフォームの構築と運用であ
る。クロスファームとは、クラウド基
盤、および研究所で開発した R&D

技術エンジン群、サービス共通で利
用したり運用に関わる共通機能群を
総称したものを指す名称である。
同総合研究所では、クロスファー

ムを「クラウド時代のサービス創造
環境」と位置付けている。クロスフ
ァームによって、技術とサービス、
コンテンツを柔軟に組み合わせた革
新的なサービスを開発したり、フィ
ールドトライアルを迅速化して、よ
り多くのユーザの声を開発にフィー
ドバックしたりといったことができ
るようになるとしている（図 1）。
なお、クロスファームという名称

には、「NTTグループ会社と研究所
の力が掛け合わされ、新たな可能性
を次々と生み出し、実を結ばせてい
く場」という想いを込めているとい
う。クロスファームのロゴマークも
これを表現している。
　

クロスファームの構成と、それを

ブラッシュアップしたり、開発の方
向性について判断したりする開発手
法に注目が集まっている。アイデア
をまず世に問うことで市場ニーズの
有無などを迅速に把握できるため、
無駄なコストや時間をかけずに新サ
ービスを開発できる特徴がある。
こうした開発手法を用いた開発を
成功させるポイントは、開発からプロ
トタイピング、トライアルまでの作業
を効率的かつ迅速に実施できるよう
にすることである。NT T サービスイ
ノベーション総合研究所では、サー
ビス提案（可視化）やトライアル実施
を容易かつ迅速に実施できるように
する環境作りに力を注いでいる。
取り組みの一つが、従来研究所で
使用していたプラットフォームを強化

　

グローバル化が進み、技術やサー
ビスに関する競争が激化している状
況を受けて、R&Dやサービス開発
のスピードがこれまで以上に重視さ
れるようになっている。例えば、サ
ービス開発においては、市場が求め
るサービスを他に先駆けて開発でき
るかどうかが、サービスのビジネス
面での成否を大きく左右する。
R&Dにおいてもこれは同じだ。

R&Dやサービス開発のスピードを
向上させる手法として、アイデアを
短期間に実装して実証実験やトライ
アルを実施し、そこからのフィード
バックに基づいて技術やサービスを

リサーチ・開発・トライアルを迅速化する
プラットフォーム「クロスファーム」

NTTソフトウェアイノベーションセンタやNTTサービスエボリューション研究所などが所属するNTTサービスイノベーション総合
研究所では、主にサービス系の研究開発と、その商用化のスピードを向上させるために「クロスファーム」というプラットフォーム
を構築・運用している。クロスファームの特徴は、クラウド技術を活用することで、研究開発からプロトタイピング、トライアルま
での環境を一元的かつ低コストに提供することである。またクロスファームには、研究所のR&D技術を積極的に搭載する。R&D技
術の洗練化と実績作りを目指すためである。クロスファームの概要や役割、今後の取り組み目標などについて紹介する。
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図 1　クロスファームが実現すること

クロスファーム概要

研究所内外の力を掛けあわせて
新たな可能性を生み出す場

主な構成要素はクラウド基盤と
R&D技術試用環境
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活用した R&D活動のイメージを図
2に挙げた。
これで分かる通り、クロスファー

ムは、VPS（Virtual Private Server）
やホスティングなどのサービスを提
供する「クラウド基盤」と、アプリ
ケーションやユーザに対して R&D

技術の試用環境を提供する「R&D

技術試用環境」の 2つの要素で主
に構成されている。さらに、この環
境を活用したアプリケーションによ
るトライアル、デモを促進するため
プロモーション活動の支援までをク
ロスファームは提供している。
以下では、それぞれの構成要素と

プロモーション活動支援について、
概要を紹介する。

クラウド基盤の概要
クラウド基盤では、サーバ環境と

ネットワークサービスを提供してい
る。サーバ環境は、リソースの効率
的な利用や迅速な提供が可能な VPS

を利用してもらうことを基本に想定
しているが、R&Dの内容によって
は物理サーバが必要なケースもある
ため、ホスティングサービスも併せ
て提供している。
このクラウド基盤には、NTTの

研究所が開発した成果を積極的に活
用している。活用した成果について
は、積極的なフィードバックを行っ
ており、R&D技術の洗練化にも一
役買っている。
クラウド基盤は多数のサーバで構

成される。そのためサーバ調達や運
用に工夫を凝らさなければ、コスト
が嵩んでしまう。そこで同総合研究

所では、コスト削減のための取り組
みを進めてきた。サーバ調達の定型
化などの施策によって、一定のコス
ト削減効果を得られるようになった。
今後はコスト削減だけでなく、利

用者の使い勝手向上に向けた取り組
みに注力していく計画だという。

R&D技術試用環境の概要
クロスファームには、NTT研究

所などで開発した新規技術を手軽に
利用できるようにする「R&D技術
試用環境」（図 3）が用意される。

R&D技術試用環境には、NT Tの
各研究所が開発した幅広い分野の
R&D技術がアプリケーションから利

用しやすい「エンジン」として搭載さ
れる。また、多くのアプリケーション
で共通的に利用される機能も搭載さ
れる。例えば、画像や音声のトランス
コーディング処理をする機能や、通信
トラヒックやパケットの記録や分析、
監視をする機能などが搭載される。

R&D技術試用環境に搭載された
機 能 は、A P I（A p p l i c a t i o n 

Programming Interface）を通じて
アプリケーションから利用できる。
アプリケーションやサービスの開発
者は、R&D技術試用環境に搭載さ
れた機能を利用することで、新技術
のいち早い活用や、低コストかつ短
期間での開発を実現できる。

R&Dサイクルを加速 

リサーチ／
技術検証 

移行 試作／開発、
維持管理 

移行 トライアル・
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R&D技術試用環境
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図 2　クロスファームとそれを活用した R&D活動の概要

図 3　クロスファームに用意される R&D技術試用環境

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


10 ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.8

「クロスファーム」に取り組むNTTサービスイノベーション総合研究所特 集 「クロスファーム」に取り組むNTTサービスイノベーション総合研究所特 集

R&D技術試用環境の整備に着手
したのは 2014年第 2四半期であ
る。それ以後、搭載する機能の拡充
を進めており、2015年 7月までに
NTT研究所の開発成果を利用した
音声認識エンジンや画像認識エンジ
ン、位置情報技術エンジンといった
機能を実装済みである。機能の拡充
は今後も継続し、将来的にはパート
ナー企業が開発した技術や、市中技
術などについても R&D技術試用環
境に実装していく計画である。
なおクロスファームでは、アプリ
ケーションは基本的に仮想環境上に
構築することになる。
しかし、アーキテクチャや機能の
制限から、仮想環境上に構築しづら
いアプリケーションも存在する。
NT T サービスイノベーション総合研
究所では、そうしたアプリケーション
をクロスファームに取り込んで仮想環
境と実環境をシームレスに利用可能
にする手段も提供している。これに
より、クロスファーム上で一元的にト
ライアルを実施することなどが可能に
なった。

プロモーション活動支援の概要
クロスファームでは、研究所開発
の技術や新サービスの商用化を見据
えたトライアル・デモを迅速に実施
し、タイムリーな市場への新サービ
ス提供へつながるよう活動してい
る。そのトライアル・デモの迅速な
実施のため、トライアル・デモ環境
構築に関する全工程にわたる SE/コ
ンサルティングや環境構築に付随す
るサービスの提供を行っている。

クロスファームの目的は、「リサ
ーチ／技術検証」「試作／開発、維
持管理」「トライアル・デモ」「商用」
といった各段階の R&D活動をスム
ーズにし、全体の R&Dサイクルを
加速させることである。そのため、
それぞれの段階に応じたさまざまな
使い方が可能で、提供するメリット
もさまざまである（表 1）。
例えば、初期の研究開発段階であ
れば、R&Dの開発・検証環境として
使うことで、リソース共用化による
環境構築コスト削減や環境構築期間
短縮などのメリットを提供できる。
ある程度研究開発が進んだ段階で
は、アプリケーションやサービスの
トライアルや共同実験を研究所内外
の人々と行う必要が出てくる。クロ
スファームには、そうした作業をス
ムーズに実施する機能や仕組みが用
意されている。
クロスファームは、R&D活動にお
いて「早い（迅速性）」「安い（低コスト）」
「便利（利便性）」という3つのメリッ
トを研究者に対して提供する。
これまでは低コストのメリットを

提供することに重点を置いて取り組
んできた。具体的には、調達サーバ
の仕様化や一括調達、運用の定型化
といった調達・運用コスト低減のた
めの取り組みを進めてきた。
今後は迅速性や利便性の提供に重
点を置いて取り組んでいく方針であ
る。迅速性の提供については、新規
R&D技術の試用環境搭載によって
サービス開発を迅速化したり、利用
者評価サイクルを確立したりするこ
とによって実現を目指す。利便性に
ついては、多くのサービスで共通的
に利用される機能や運用にかかわる
機能を実装することなどで提供して
いくことを考えている。

クロスファームでは、構築に大き
なコストや手間がかかっていたトラ
イアルやデモンストレーション用の
環境構築をスムーズにするための仕
組み作りに力を注いでいる。
例えば、さまざまな環境でトライ
アルやデモを実施することを想定し
て、ネットワーク環境の整備を進め
ている。具体的には、クロスファー
ムを VPN（Virtual Private Network）

これまで（すべて自分で準備） クロスファームを利用した場合 

回線 新規契約をするための期間、
契約ノウハウ、予算確保が必要 

既設のインターネットアクセス回線を
共用可能 

アクセス 場合により、ドメイン取得、
SSL証明書取得などが必要

ドメイン取得、SSL証明書取得などは
共用可能 

サーバ 機種選定、調達、構築が必要 定型スペックから選択すれば、VPSを
早期に払い出し 

構築ノウ
ハウ 

パフォーマンス、セキュリティなど
の考慮が必要 

考慮すべき事項はチェックポイント化
されており対処についてもサポート可能

表 1　クロスファームを R&Dに活用する利点の例

クロスファームが提供する
3つのメリット

トライアル活動を支援する
さまざまな仕組みを用意
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やインターネットと接続するなどし
て、環境に応じたネットワークを選
択できる環境づくりを進めている。
研究開発用大容量ネットワーク

（GEMnet2）も活用している。同ネッ
トワークは、海外の研究教育用ネッ
トワークとも相互接続している。この
特徴を生かして、クロスファーム上に
サービスを構築すれば、北米などか
らのアクセスが可能なグローバルレベ
ルのトライアルも可能である。
24時間 365日の連続運転や高い
物理セキュリティが必要なトライア
ル案件などに対応するために、
2012年から、研究所拠点内のサー
バだけではなく、外部のデータセン
タやクラウドサービスを併用する取
り組みも進めている。
また、安心してトライアルを実施し
てもらえるように、「サービス利用時
間」「（問い合わせ・故障申告）受付
時間」「故障回復時間／問い合わせ
回答時間」など一部の項目について
は、サービス品質を保証する SLA（ 

Service Level Agreement）を設定し
ている。運用保守体制や監視システ
ム、SEサポート体制などの整備も進
めている。
トライアル提供を行うアプリケー
ションのソフトウェア品質について
も、研究所内の開発基準に準じて、
実証実験や事業会社トライアル基準
を満たしたもののみを提供すること
にしているという。

クラウドならではの機動性の高さ

から、研究所外部でのデモンストレ
ーションやトライアルなどにおいて
クロスファームの活用が進んでいる。
例えば、サービスコンセプトを具現
化したショールームで、クロスファ
ームに接続されたアプリケーション
のデモンストレーションを継続的に
実施した事例などがあるという。
事業会社を含めたトライアルに活
用する事例や、研究開発の初期の段
階から活用する事例も増えており、
利用範囲は順調に拡大している。
クロスファームが提供するコスト
削減などのメリットは、利用者が増
えれば増えるほど拡大する。そのた
め、NTTサービスイノベーション
総合研究所では、2013年度から「ク
ロスファームファースト」というス
ローガンを掲げて、各研究所にクロ
スファームの利用を呼びかけてい
る。これは、各部署で独自に機材を
購入したり、研究環境構築をしたり
する前に、まずクロスファームの利
用を検討して欲しいという呼びかけ
である。効果は着実に出ており、利

用者数が伸びているという。
なお、現時点では、まだサービス
系の R&D利用がメインであるが、
今後、サービス系以外も含め、NTT

の研究所全体に利用を広げていく方
針だ。

前述の通り、クロスファームの提
供を開始してから、研究所において
着実にその活用は進んできている。
クロスファームに対するニーズ
は、社会状況の変化や ITや製品技
術の進歩などにより常に変化してい
く。そのニーズを早期に把握し、先
行してその対応を図らなければ、タ
イムリーなリサーチや開発、トライ
アルが実施できない。
図 4に挙げたように、社会イン
フラの老朽化といった社会的課題
や、産業競争力の強化、地方創生、
2020年のビッグイベントなどさま
ざまな課題や社会的環境変化が今後
想定される。それら諸課題を解決す

■主要な社会課題とクロスファームに求められるニーズ 
セキュリティ脅威の拡大 社会的課題 2020 産業競争力強化 トラヒック爆発 地方創生 

ビッグデータ対応の
大容量、高性能環境

映像サービス対応の 
広帯域NW環境

データセンタ内・間での サーバ間連携環境 
研究所内外の共用機能
の連携が容易にできる
環境 

プロモーション
活動支援 ・提案活動支援体制（環境／ツール／SEサポート等）の強化 

R&D技術試用
環境

・連携機能等の共用機能の拡充  
・共用機能の利用者支援および利用促進 

クラウド 
・今後のR&Dの方向性を見据えた大容量／高性能／広帯域の利用への対応 ・開発→トライアル→商用の環境間移行の期間短縮  ・外部クラウド連携拡大 

■クロスファームの領域別の取り組み目標 

図 4　これからのクロスファームに求められるものと主な取り組み目標

クロスファームファーストで
効果の最大化を図る

クロスファームに求められる
ニーズへの対応
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る ICTサービスの開発やトライア
ルに向けて、例えば大容量データ（ビ
ックデータ）を収集、蓄積、分析す
るサービスのための大容量、高性能
環境の提供や、4K8K解像度の映像
サービスのための広帯域ネットワー
ク環境の提供、クラウド環境下での
分散するデータセンタやサーバを連
携させる新サービスのための連携環
境の提供といった、最近になり新た
に顕在化してきているニーズに早急
に対応することが喫緊の課題となっ
ている。
そうした課題解決に向けて、クロ
スファームの各領域において、順次
取り組みを開始している。

R&D技術を始めとする最新技術を
クロスファームに搭載し、研究所員
を含む多くのプレーヤに体験・活用
いただくことで、オープンイノベー
ションや R&D技術の洗練化を一層
促進する場としていく必要がある。
図 5は、クロスファームの取り
組み目標を「新サービス創造加速」
「NTTならではの R&D環境」「低コ
スト運用」という 3つの目的別に
分類したものである。
新サービス創造加速に分類される
施策としては、2014年度末までに
B2B2Xトライアル対応を実現済み
である。2015年度には、R&D技
術試用環境の拡充に取り組む。具体
的には、機能を利用するためのイン
タフェースを整備したり、コミュニ
ティ支援ツールなどのプロモーショ

ン促進ツールを提供したりすること
を計画している。各種ツールや情報
を集約した「ポータル」についても
整備を進めていく。
2016年度以降には、R&D技術
試用環境のセルフサービス化に取り
組む予定である。セルフサービス化
については、クラウド基盤で既に実
現している。これは、利用者が VM

（仮想マシン）に割り当てるリソー
スを自由に調整できるようにしたこ
とを指す。セルフサービス化によっ
て、環境構築の手間や時間を大幅に
削減できた。
同様の効果を R&D技術試用環境
で実現しようというところが、将来
的な構想である。研究者が開発した
新技術を研究者自身がクロスファー
ムに実装し、幅広く活用してもらう
ことで、迅速な実用化につなげるこ
とができる。こうしたセルフサービ
ス化の実現によって、新規技術を活
用した開発／試験環境を充実させて
いくことを想定している。

NTTならではの R&D環境に分類
される施策としては、2014年度末
までにクラウド基本サービスの提供
を実現済みである。2015年度には、
利用拡大のための使い勝手向上に取
り組む。具体的には、物理サーバや
ネットワークの高性能／高負荷利用
対応などを進める。ネットワークに
ついては、2015年度中には帯域を
クロスファームの全領域で 10Gbps

に拡大する計画である。
低コスト運用に分類される施策と
しては、2014年度末までにクラウ
ド運用業務の定型化を実現済みであ
る。2015年度には、クラウド運用
のシステム化に取り組む。具体的に
は、オーダー処理システムの整備や
設備管理のシステム化範囲拡大など
に取り組む計画である。
なお、これらの取り組みについて
は、本特集記事の各論で詳しく紹介
する。

新サービス創造加速
事業会社と連携した
魅力あるサービス創造 

NTTならではの
R&D環境
NTT R&Dを支える
先進的な環境

低コスト運用
クラウド運用の
NTTビジネスへの貢献

目的 目標 
2014年度末までに実現 2015年度に取り組むもの 2016年度以降に取り組むもの

B2B2Xトライアル対応
・個別トライアル支援

 ・共用機能環境の整備に
着手 
 

共用機能環境の構築 
・共用機能環境の拡充  
・インタフェース整備  
・プロモーション促進
ツールの提供 

共用機能環境の 
セルフサービス化 
・共用機能を活用した開発／
試験環境の充実  

クラウド基本サービス
の提供  
・セルフサービス化  
・R&D成果の活用と
フィードバック  

クラウド運用業務の  
定型化 
・調達スキーム定型化  
・運用業務の定型化とアウ
トソース化  

利用拡大のための 
使い勝手向上 
・物理環境の高性能／高
負荷利用への対応 
・更なるR&D成果の活用と
フィードバック  

クラウド運用のシステム化 
 

・オーダー処理システム
の整備 
・設備管理のシステム化
範囲拡大 

クラウド運用の自動化
 ・プロビジョニングシステム
との連携

 ・先進技術活用による更な
る低コスト運用の実現

 ・運用人材育成
 

R&Dを加速する環境
の追求 
・仮想環境の高性能／高
負荷利用への対応 
・環境間移行の容易化  

図 5　目的別に見たクロスファームの主な取り組み目標

R&Dを加速する環境を追求し
改良や機能強化を続ける
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