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NTTコミュニケーションズ 技術開発部の取り組み

DSL（Data Science Lab.）

あらゆるサービスの利用状況を分析し
意思決定に役立てるためのデータ分析基盤を整備
技術開発部 担当部長 亀井 聡

NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）技術開発部のデータサイエンスチーム Data Science Lab.（以下、DSL） は、
インフラオペレーションカンパニーならではのデータ分析を行い、その結果を意思決定に役立てる取り組みを進めている。

意思決定に役立つ、NTT Com
ならではのデータ分析を推進

役立つデータ分析を行っている。
かつてはお客さまのデータ分析支援
のような個別案件への対応が多く、ス

回線の増設や、データセンターの

キルも属人的になりがちであったという

設置など、 設備投資はもちろん、イ

反省から、ノウハウを収集し、再利用

ンターネット上でのビジネスにおける

可能な形にまとめる devops 的な開発

意思決定を適切に行うためには、イ

手法に加え Reproducibe Analysis、

ンターネットそのものの変化を正しく

Infrastructure As a Code といった取り

捉えた上での判断が重要だ。GAFA

組み、社内で不足しているデータサイ

や BAT のような IT ジャイアントが主

エンティストの育成も行ってきた。

要通信の運び手として存在感を増し
ているが、NTT Com にはインフラオ
ペレーションカンパニーとしての強み
がある。お客さまのインフラ運用を任
されることも多く、
ネットワーク（以下、

亀井 聡

このトランジットの実態を調査す
るため、国内の主要トランジット業

データ収集・分析の事例
トランジット比較
インターネット最上位の tier1 の通

者である 7 社の ISP と契約し、各
ISP の NW にトラフィック計測を目
的とした経路広告を行い経路の強度
を継続的に観測している。

NW）やサーバーの運用データを収

信を担う ISP は、tier1 の ISP 同士で

集しやすい。NTT Com 技術開発部

トラフィックを直接融通し合うことでイ

インターネットサービスを利用す

の DSL はこの強みを活かし、効果的

ンターネット全体への接続性を確保し

るお客さまの体感品質には、NTT

な設備投資のほか、自動化、効率化、

ている。他の ISP はこの ISP 群からト

Com だけでなく、他社提供による

コスト削減などにつながるような、経

ランジットを購入することでインターネッ

NW も関係する。お客さまの満足度

営幹部やサービス部門の意思決定に

トへの接続性を確保する。

を損なわない適切な設備投資の実現

インターネットの変化を
捉えた意志決定
• 主要通信の運び手が
キャリアからITジャイ
アントに。
• サービス開発、設備投
資を適切に行うことが
困難に。
• どこに回線を増設する
か、データセンタを配
置するか。
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Infrastructure Operation
Companyとして
• 自動化やコスト削減
品質向上等きめ細かな
サポート。
• 自営インフラの効率化。
• アウトソースされた
エンタプライズNW・
エッジNWの運用効率
化。付加価値生成。

インターネット体感品質測定

を目的に、日本全国でパートナー会
新たなサービスを産み出す
• CDN / DDoS /
SeCaaS w/ VxF基盤/
Data解析基盤
• 領域・組織横断で連携
した意志決定を容易に、
データドリブンで実施
する。
• 解析基盤そのものの外
販

NTT Com におけるデータ分析の主要な目的

社 の ス タ ッ フ 宅 に PPPoE、IPoE、
フレッツなど、さまざまな回線を引
き、測定機器を約 500 台設置して
実際の体感品質を測定した。
このほかにも 2018 年 1 月号で紹
介した、「顧客接点データを活用し
た自社サービス状況の解析・可視化」
など、さまざまなデータ収集・分析
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ベースにデータ分析基盤を開発し、

・インターネット上の様々なコンテンツに対する利用者の体感品質を測定する
・さまざまな回線を、パートナー会社のスタッフ宅等に設置
・ 2013年11月から台数、測定エリア、回線、
システムを更改しながら測定中
・ 現在国内300箇所。Probe x ISPは500。日々の計測数は20万程度。

サービスを横断してデータを分析、
可視化する仕組みなど、基本的な機
能の実装を終えている。近く商用

データ分析・
可視化
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サービスへの適用を開始する予定
だ。まずは自社で使いこなした上で、

プログラム配布
データ収集

各ISP

このデータ分析基盤をお客さまに提
供することで説得力のあるサービス

他社回線

空いている
ポートを利用

となる。設備投資に役立つサービス

回線契約・設
置・支払い

測定機器と
測定ソフト

一般家庭
＋NTTコムビル
でも測定

測定に関する問い合わせ、
状況・契約確認等々
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端末設定・状況確認・謝礼支払い等々

NTTコム with パートナー会社

実態の把握といったメリットを訴求
していきたい。

測定端末の配布・回収

データ分析の事例例：インターネット体感品質測定

全トラフィックの把握

の実績がある。グループ会社のデー

つサーバーでもある NFV(Network

現在は「データを制する者がビジ

タ分析に協力するといった活動も

Functions Virtualization) のような機

ネスを制する」という状況にあると

行っている。

能の増加がある。かつて明確に分か

言って良い。NTT Com ならではの

れていた領域・組織を横断して連携

データ活用を実現するという意味で

する必要性が高まっており、その難

も、今後、Flow 分析により NW の

しさを軽減するためにも、データド

全トラフィックを把握することに挑

リブンで意思決定を行えるようにし

戦したいと考えている。データ量が

たい、という思いがある。

膨大であり容易ではないものの、技

OSS を活用し低コストに
拡張可能なデータ分析基盤を実現
通信の状況を把握・分析しても、
マネタイズにつなげることは難しい。
継続して試行錯誤するためにも、分

通常、サービス運用にはその運用

析そのもののコストや手間はなるべ

観点で必要なデータしか蓄積されて

く抑える必要がある。また増大する

いないことも多い。DSL の取り組

データへの対応も重要な課題だ。そ

みを開始した当初は自社サービスの

こで Hadoop をはじめとする OSS を

データ収集も容易ではなく、サービ

一方でデータに踊らされてはいけな

最大限に活用し、Docker のようなコ

スごとに主管組織の協力を得ながら

いという思いもある。データ分析を

ンテナで展開可能な分散型のデータ

データを収集していた。今回、予め

ビジネスに活かすために必要と考え

分析の仕組みを作り上げてきた。

データ分析基盤をサービス提供基盤

られている 3 つの要素のうち「統

に組み込むことで、今後開発する

計や分析の知識」、「Hadoop などを

サービスに関してはサービス主管組

扱えるスキル」の獲得は技術開発部

織に負担をかけることもなく、デー

のメンバーにとって特に問題ではな

NTT Com は次世代プラットフォー

タを効率よく収集・蓄積し分析する

い。しかしもう 1 つの「各分野の

ム推進室を立ち上げ、
さまざまなサー

ことが可能になる。あわせて匿名化

ドメイン知識」は不足しがちであっ

ビスで共通的に利用できるプラット

処理や統計化処理を一元化すること

た。サービスを知っている人の想い

フォームの整備に取り組んでいる。

で、お客さまデータを安全に扱うこ

こそがカギを握ることも多いので、

その一翼を担うのが商用サービス向

ともデータ利用者にとっては余計な

そうしたことを踏まえて人材育成を

けデータ分析基盤の整備だ。

負担をかけずに済む。

進めていく方針だ。

商用向けデータ分析基盤を整備
お客さまへの提供も視野に

背景の 1 つに、NW でもあり、か
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術的な目処はついている。

データ分析にはドメイン知識も
必要。人材育成にも注力

こ れ ま で の DSL の 取 り 組 み を
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