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SKYの全体像を図 1に示す。多
くの機能を盛り込んだ複雑なシステ
ムでありながら、その開発はスピー
ド感を持って進められている。
「当社のクラウド・エバンジェリ
ストも巻き込み、多くの組織から集
まったメンバー間で最終ゴールイメ
ージや機能毎の境界を短期で認識合
わせができたことで、プロジェクト
を進めやすくなりました。巨大なプ
ロジェクトの中でメンバー一人ひ
とりが共通認識を持てたことが成
功につながったと感じています。」
（江口氏）
当初は 2017年 12月に新システ

の検討ではマルチクラウド適用のニ
ーズはなかった。しかし実際には社
外のお客さまはさまざまなクラウド
を利用している。社内環境で本格利
用しショーケース化を目指してい
く、というアイデアは部外から出て
きたものだ。
「技術開発部は複数のクラウドを
どのように既存のシステムやネット
ワーク（以下 NW）と接続するか、
といった点を考えながら全体像を整
理したほか、技術的なサポートをし
ています。」（山田氏）
複数のクラウド基盤を効率良く監
視するノウハウを持ち、お客さまの
システム運用をよく知るカスタマサ
ービス部の江口氏など、さまざまな
メンバーの知見が活かされている。

　

NTT Comは 2015年から、最新
の技術を継続的に取り込み、開発と
運用をスピードアップするツール・
仕組みの適用や自動化などを実現す
る DevOpsを推進し、その実績をシ
ョーケース化する取り組みを本格化
している。その背景には、2009年
頃から社内システムのデータセンタ
やサーバー、運用の統合を進め、さ
まざまなサービスを高信頼・高品
質で提供できるようになり、さら
に高度化できる状態になったこと
がある。
「2016年 9月、誰もが DevOps

を実践できるシステムの基盤サービ
スを提供する“Project SKY”（以下
SKY）を本格的にスタートしまし
た。」（水谷氏）

プロジェクトにはシステム部、技
術開発部、カスタマサービス部をは
じめ、社内各組織からおよそ 100
名が参加しており、それぞれの知見
を集結した。例えば、システム部内

ITシステム部門には信頼性やセキュリティの確保、コンプライアンスの遵守、コスト削減、迅速なサービス提供など、さまざ
まなことが求められる。そうした要望に応えるためICTインフラの統合などを推進してきたNTTコミュニケーションズ（以
下NTT Com）は、より“攻めのIT”へとシフトし、組織横断で社内システム環境の刷新に取り組んでいる。

DevOpsと自動化の本格的な推進を可能にする
新たなICTインフラ基盤を構築

ICTインフラ集約後、DevOpsと
自動化の取り組みを本格化

NTTコミュニケーションズ株式会社

システム部　（左から2番目）担当課長 水谷 祥史氏　（中央）岸 恭正氏
カスタマサービス部　（左端）主査 江口 誠氏

技術開発部　（右から2番目）主査 山田 勇二氏　（右端）大島 貴光氏

社内システム環境の刷新

幅広いメンバーの知見を活かした
全社横断的なプロジェクト

スピード感を重視しながら柔軟に
プロジェクトを推進

4



31ビジネスコミュニケーション　2017  Vol.54  No.8

特集
高信頼・高品質なインフラ追求と SDx+M の強化を IT の力で推進する
NTT コミュニケーションズ システム部

特集
高信頼・高品質なインフラ追求と SDx+M の強化を IT の力で推進する
NTT コミュニケーションズ システム部

ム基盤を公開する予定だったが、そ
れに先駆け 4月末にポータル画面
が公開され、各システム情報の管理
やコンピュートリソースの払い出し
が可能になった。
「ポータルは知見が豊富なビジネ
スポータル（本特集“3 新たなビジ
ネスポータルの開発”）の開発チー
ムを中心に、技術開発部も含めたメ
ンバーが参加し、約 1カ月半で開
発しました。」（岸氏）
使える機能はすぐにでも利用して
もらいたいという狙いから、4月か
ら順次高度化しつつ、DevOpsの 15
ツールの先行提供も開始している。
「DevOpsツール群の選定や検証
を担当していますが、仮想サーバー
などのコンピュートリソースが素早
く簡単に利用できるようになり、ツ
ールのテストもしやすくなりまし
た。」（大島氏）
今後も 3カ月に 1回のペースで機
能をリリースし、12月時点では当

される予定だ。
また、SKYは社内NWの在り方
を考え直す“Project Ocean”とも
連携し、コンピュートやNWなど
のリソース提供をするだけではな
く、それらを効率的かつ統合的に
運用可能な SDx+M基盤を目指し
ている。ポータルからシステムの
運用状態を一元的に管理できるほ
か、連鎖故障の早期把握やシステ
ム故障の予知等、運用効率を向上
する仕組みも充実したものになる
予定だ。このほか遠隔バックアッ
プやレプリケーションなど、BCP

対策にも力を入れている。

あるデータセンタの 140システ
ムや毎年 40程度の更改予定のシス
テムを、SKYのアーキテクチャを
適用したクラウドに移行し、スピー
ドやコスト、BCPなどの効果を確
認する取り組みも始まっている。今
後ショーケース化しお客さまに使っ
ていただくことも視野に入れて、サ
ービス提供の品質やコストなどの最
適化も期待できる SKYについて、
水谷氏は次のように述べている。
「12月を 1つのゴールにしてい
ますが、その後もマルチクラウドの
拡張、さらなる自動化、AI(人工知
能 )の活用など、さまざまな取り組
みが決定しています。また、NTT 

Comは海外での売り上げを伸ばし
ていますから、本施策をグループ全
体に適用し、効果を最大化していか
なくてはならないと考えています。」

初予定よりも多くの機能を提供でき
る見込みとなっている。SKYのよう
な大規模システム基盤開発で、状況
に応じて柔軟にスケジュール変更す
る例は、今までにないものだった。

SKYは開発スピード倍増、運用
コスト 30%削減という高い目標を
掲げている。これまでシステム開発
開始までには、インフラの見積りか
ら契約を経て環境を構築するのに約
1カ月かかるのが通常だった。

SKYでは、ポータルからクラウ
ドのコンピュートや NWリソース
を申請可能とするなど、SDxなど
の技術を活用することで数日後には
開発を開始できる。開発、商用だけ
でなく検証環境を用意することも容
易になった。そうした各環境へのデ
プロイや、システムリリースの切り
替えを自動化するための機能も提供
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図1　Project SKYの新たなシステム基盤(全体像)

継続的に機能を強化

開発スピード倍増および運用コスト
30%削減に向けてSDx技術などを活用


