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NTT Comは「お客さまのデータ
利活用を支え DX実現に貢献するこ
とが、Smart Worldの実現による企
業・社会の持続的成長につながる」
との考えから、データ利活用を支え
るサービス群の強化・拡充に注力し
ている。それらのサービス群は、図
1のように分類することができる。

仮想アシスタントや音声マイニン
グなどの COTOHA シリーズは、
NTT研究所の優れた AI技術を活用

した自社開発によるサービスだ。一
方、進歩が速い ICTの分野でも上
位レイヤーの進歩は特に早いため、
NTTグループ各社や他社とのパー
トナリングにも力を入れている。こ
うしてサービスラインナップを拡充
することにより、素早くお客さまの
ニーズに応えることができる。
図 2にその一部を示す。例えば

Deep Learning技術を活用した画像
認識 AI“Deeptector®（ディープテ
クター）”は NTTコムウェアのサー
ビス。クラウドネイティブな SCM

プラットフォーム “iQuattro®（アイ
クアトロ）”は NTTデータが提供す
るサービスだ。機械学習の自動化ソ
リューションで有名な DataRobot社

とは、NTTデータと共に 2018年
4月より協業をスタートし、後述す
るように DataRobotを活用したサー
ビスを提供している。

こうした各種サービスを支えるの
が、通信ケーブル容量が 16.6Tbps

に達する NWや、サーバールーム
面積が合計 40万 m2を超えるデー
タセンター（以下、DC）だ。

VPNサービス“Arcstar　Universal 

One（以下、UNO）”を 190以上の国・
地域で展開しているほか、DCサー
ビス“Nexcenter”を 20以上の国・
地域で展開している。NTT Comは

今後も NW、DCをま
すます拡充していく方
針だ。
そしてこれらの ICT

インフラを活用し、15
の国・地域でエンター
プライズ向けプライ
ベートクラウドサービ
スを提供している。
こうしたインフラに
支えられた ICTサービ
スをグローバルに、か
つ ITマネージドサー
ビ ス “ G l o b a l 

VMware、SAP、Oracleのクラウド移行から
DX実現に向けたAI/IoT活用まで幅広く対応
NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）は「お客さまのDX実現に貢献する“DX Enabler” 」として、企業・社会の持続
的成長を目指すことを、2019 年度の事業戦略として掲げている。この目標達成に向け重要な役割を果たすのが、高信頼かつ柔軟
なハイブリッドクラウドを実現する“Enterprise Cloud”だ。
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図 1　データ利活用を支えるサービス群
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入れているほか、パートナー企業と
の連携、API提供など、ECLを核と
するエコシステムの拡大にも力が入
れられている。

仮想化技術やハイブリッドクラウド
の活用が進むと同時に、ICT環境の
複雑化が進んでいる。加えてシステム
提供のリードタイム短期化、またシス
テム障害やセキュリティインシデントへ
の対応の迅速化に対する要求もますま
す高まっている。そうした課題の解決
に役立つのが、ICT環境を一元的に
可視化する “Cloud Management 

Platform（以下、CMP）”だ。
CMPはNTT Comが提供する ICT

サービスはもちろん、他事業者のサー
ビスも含め可視化することができる。
SD技術を活用する SDxサービスに
も対応するほか、オンプレミス環境
の VMリソースや各種 SaaSの利用
状況まで可視化可能だ。
可視化はリアルタイムに行えるほ

か、アプリケー
ション単位で行え
るため、障害時の
影響度把握や解決
策の検討に役立
つ。リソースの利
用状況からアカウ
ントや部門、アプ
リケーションごと
のコストを可視化
し、最適なコスト
分配に役立てるこ
ともできる。

API連携により
他事業者のサービ

Enterprise Cloud(以下、ECL)の特
長の 1つであり、ベアメタルサー
バーから仮想サーバー、ERP向け
まで、サービスメニューも豊富だ。

NTT Comが長年得意としてきた
NW 技 術 を 活 か し た Software-

Defined Exchange Service（以下、
SD-Exchange）により、Nexcenter

によるコロケーション、ECL、他事
業者のクラウドを含むパブリックク
ラウドまで、シームレスに接続し運
用することができる（図 3）。

OpenStackなどのオープンソース
をはじめとする最新技術を常に取り

Management One”、マネージドセ
キュリティサービス“Wide Angle”
も含め、自社サービスによりフルス
タックで提供できるケイパビリティ
が、NTT Comの大きな強みとなっ
ている。
　

近年、適材適所で複数のクラウド
を組み合わせるハイブリッドクラウ
ドが当たり前のものとなりつつあ
る。このハイブリッドクラウドをグ
ローバルに提供できることが
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図 2　パートナリングによりデータ利活用に必要なサービス /機能を拡充
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スを含む各クラウドから可能な限り
の情報を自動的に検出するなど、ユー
ザビリティも重視されている。モバ
イル端末向けの UIも用意されてい
るほか、さまざまなウィジェットを
組み合わせ、簡単に使い易いダッシュ
ボードをカスタマイズ可能だ。
さらに権限に応じて表示する情報
を選択・管理する権限管理機能も用
意されており、ITガバナンスの強
化につなげることができる。

お客さまの ICT環境における課
題をハイブリッドクラウドソリュー
ションを活用することにより、解決
可能だ。
オンプレミス環境の基幹システム
をいかにクラウドへ移行するか、と
いう課題に対しては、柔軟なハイブ
リッドクラウドによりスムーズな移
行を可能にする。
セキュアな ICT環境の構築とい
う課題に対しては、VPNサービス
である UNO経由でのセキュアで高
信頼の ICTインフラサービスが役
立つ。
また多くの企業が多様な ICT環境
を活用するようになっており、それ
らの運用・管理も課題の 1つだ。こ
の課題に対しては、CMPにより ICT

環境を一元管理し、全体最適化を進
めつつ、GMOneやWide Angleによ
り、セキュリティ運用まで含めたマ
ネージメントサービスの提供により
対応する。
さらに、AIや IoTなどの最新技術
を活用する動きが拡大しているが、
情報の重要度に応じ、適切なネット

ワーク接続、データの保管場所が求
められる。そこで最新技術を活用し
つつ、各種データをセキュアに利活
用するためのサービスメニューを拡
充している。

ECL に は VMware、Oracle 

Database、SAPなどのクラウド化に
適したサービスメニューが用意され
ている。オンプレミス環境の基幹シ
ステムをクラウドへ移行するニーズ
は引き続き強いため、NTT Comは
移行計画、運用設計から実際の移行・
構築・運用までワンストップにサ
ポートできることを強みに、そうし
たニーズに応える取り組みを強化し
ている。
IPアドレス等変更することなく
容易にVMwareをクラウドへ移行

VMwareのクラウド移行という
ニーズに対しては、例えば図 4に
示すような形で応えている。
まず、ECLの VMwareサービスは

ベアメタルサーバーによるセキュア
な専用環境で提供している。既存の
オンプレミス環境とは、ECLで提供
する VMware Hybrid Cloud Extension

（以下、HCX）の機能により L2接続

させ、IPアドレスの変更なしにダウ
ンタイムも最小限にしたオンライン
移行を容易に実現する。
他にも、HCXにより異なる ESXi

バージョン間のクラウド移行も可能
となった。最近では、VMware NSX

によりマイクロセグメンテーション
機能でネットワーク単位ではなく、
VM単位での細かなセキュリティポ
リシーを実現できるようになり、よ
り多様なニーズに対応できる点も魅
力的だ。
クラウド移行によりオンデマンドに
Oracle Databaseを利用

Oracle Databaseをクラウドへ移行
しオンデマンドに利用可能にする事
例も増えている。2月に Oracle DB

ライセンス提供の対象メニューを拡
大し、これまで仮想サーバー上のみ
で提供していたOracleメニューを新
たに、ベアメタルサーバーおよび専
用ハイパーバイザー向けにも提供。
ECLのほぼすべての IaaS環境で
O r a c l e  D a t a b a s e  E n t e r p r i s e 

Edition(EE)を含むOracle DBライセ
ンスを、サブスクリプションモデル
で利用可能になった。

Oracle DBメニューでは、物理
CPU課金と vCPU課金の 2つの課
金方法を提供。お客さまのシステム

（L2接続 ： HCX）

…

N+1冗長

オンプレミス（既存システム） クラウド（ECL）

Block Storage

クラウド移行

図 4　オンプレミス環境のVMware ワークロードのクラウド化

オンプレミス環境における
基幹システムのクラウド移行

ECL でお客さまのさまざまな
課題を解決
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構成に応じて、お得な課金方法を選
択できる。
また、Oracle EEオプションも充実

しており、クラスタ機能「Real 

Application Clusters」、表領域分割機
能「Partitioning」に加え、お客さまニー
ズの高い診断機能「Diagnostics 

Pack」、チューニング機能「Tuning 

Pack」、セキュリティ機能「Advanced 

Security」、脅威検出・遮断機能「Oracle 

Audit Vault and Database Firewall」が
使用可能となり、EEサービスがより
利用しやすくなった。
SAPシステムの導入と運用を支援
するSAP向けクラウドソリューション

SAPのクラウド移行に最適である
のが“Enterprise Cloud for SAPソ
リューション”だ。基盤として世界
で初めてクラウドで SAP HANAを
稼働させた米国 Virtustream社の技
術を活用した“Enterprise Cloud for 

ERP”が用意されている点が大きな
特長となっている。
標準で日本東西の DR環境を用意

するほか、SAPシステムや周辺シス
テムをクラウド移行するための準備

によりお客さま拠点や他事業者のク
ラウドとセキュアかつ柔軟に連携で
きるといった特長を備えている。
機械学習による業務革新に向けた
DataRobotの導入～運用をサポート
近年活用が進んでいる機械学習に
は、高精度な予測モデルの構築に高
いスキルと時間を要するという問題
があった。この作業の自動化を実現
した革新的な機械学習プラット
フォームが DataRobotだ。製造業
における歩留まり予測、金融・保険
業における引受審査、マーケティン
グの分野ではキャンペーンの反応予
測など、さまざまな業務の効率化・
高度化に役立つと期待されている。
“DataRobot on Enterprise Cloud”
により、DataRobotに関する導入コ
ンサルティング、分析用データの準
備、基盤構築、運用などをワンストッ
プで提供する。
目視作業を効率化する画像認識AI 
“Deeptector®”の導入～運用をサ
ポート
深層学習（Deep Learning）を使っ
た画像認識により、人の目で判断し

支援サービスやマネージドサービス
も利用でき、ネットワークからクラ
ウド基盤、運用までを含むシステム
統合をワンストップで実現可能だ。
ニーズに応じて仮想サーバーや、
ベアメタルサーバーを選択し、それ
らを組み合わせることも可能だ。
PoCからスタートして段階的に移
行するなど、さまざまな移行の形に
対応する。
グローバルカバレッジ、最高

SLA99.999%という高いサービス品
質も特長の 1つだ。

NTT Comはデータ利活用による
DX実現をサポートするため、さま
ざまなデータ分析ツールの導入に向
けたコンサルティングから、ECL

を活用した基盤構築・運用まで、フ
ルスタックでサービス提供する取り
組みに力を入れている。
いずれもお客さま専用の ICTリ
ソースを用意し高い処理性能を実現
可能なほか、VPNや SD-Exchange

データストア
(分析用データ)

Enterprise Ready

Secure Seamless Network

Full Stack Solution

DataRobot on Enterprise Cloud Deeptector on Enterprise Cloud

画像データ

機械学習の自動化

共有型クラウド 専有型クラウド

Closed Network

画像認識AI

×

GPU
共有型クラウド 専有型クラウド専有型クラウド専有型クラウド

分析用データ準備、DataRobotの導入支援のコンサルからDataRobot
を含む基盤構築・運用までをワンストップで提供

お客さま向けに専用リソース（VM）を用意。同じテナント内で
お客さまデータストアや連携システムも構築可能

VPN接続機能やSD-Exchangeにより、お客さま拠点や他社クラウドに
ある各種システムと低コストでセキュアに連携が可能

Deeptectorの導入支援から、必要となるGPU基盤の構築・運用まで
をワンストップで提供

お客さま向けに専用GPUサーバを用意。同一テナント内でお客さま
データストアや連携システムも構築可能

VPN接続機能やSD-Exchangeにより、お客さま拠点や他社クラウドに
ある各種システムと低コストでセキュアに連携が可能

図 5　フルスタックで提供するデータ分析ソリューションの例

最新技術を活用するクラウド
ネイティブなソリューション
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ていた作業を AIで自動化・省人化
することへの注目が高まっている。
労働人口の減少で作業員確保が困難
になりつつある製造業の検品、老朽
化による保守点検需要が高まりつつ
あるインフラ構造物の点検などの分
野で適用が進んでいる。
“Deeptector on Enterprise Cloud”
により、NTTコムウェアが提供す
る画像認識 AI“Deeptector”の導入
支援から、必要となる GPU基盤の
構築、運用までをワンストップで提
供する。
GPUクラウドソリューション
もともと画像処理向けに開発され
た GPU（Graphics Processing Unit）
は、その高い演算性能から Deep 

Learningや仮想通貨のマイニング
などに活用されており、活用領域は
さらに拡大すると見込まれている。
しかし GPUを有効活用するには、
多数の GPUサーバーを高速な NW

で接続して連携させるため、高度な
ノウハウが必要であった。また
GPUサーバーを自社運用する場合、
設置場所や消費電力などの負担が大
きいという課題もある。

専有型 GPUプラットフォームと
NWやストレージを含む周辺システ
ムを月額課金で提供することにより、
こうした GPU活用の難しさを解消
するのが“GPUクラウドソリュー
ション”だ。このソリューションを
活用し、GPUサーバー 192台（GPU：
1,536基）による国内最大規模のシ
ステム基盤を構築した事例もある。
ECLとGCPを組み合わせ、セキュア
なデータ分析基盤を構築・提供
個人データを分析しビジネス課題

の解決に役立てる取り組みも増えて
いる。データの保護を考えると、お
客さま拠点やプライベートクラウド上
で処理することが望ましいが、個人
データを匿名化することにより、安
全に、パブリッククラウドでデータの
可視化や分析を行うことができる。
お客さまが保有する個人データの
匿名化処理は ECLのプライベート
クラウド上で行い、Google Cloud 

Platform（GCP）で可視化や分析を
行うことにより、データ利活用とコ
ンプライアンスを両立させる。

ECLは NTTグループ内における
活用例も豊富だ。以下、その一部を
紹介する。
研究開発向けICT環境の基盤
ニーズに応じてリソースを柔軟に
増減させることが可能な研究開発向
けクラウドサービスの基盤として、
ECL が活用されている。
お客さまシステムのICT基盤
お客さまシステムの構築・運用サー
ビスを提供する際、システム基盤と
して ECL を活用し、提供するケース
も多数。
サービス提供基盤

ECLの仮想サーバーや、ベアメ
タルサーバーをインフラとして利用
し、自社サービスの提供基盤を構築。
GPUシステム基盤

 GPUクラウドソリューションを
活用し、研究開発用の GPU基盤を
資産を持たずに月額料金で利用する
ことも可能だ。

DXの推進にあたっては、業務の
特性に応じた複数クラウドサービス
の併用など、ハイブリッド・マルチ
クラウド環境を構築・運用する動き
が拡大している。これを実現するに
は、接続する環境ごとに回線や機器
の調達・運用が必要となり、企業の
大きな課題となっている。これらの
課題を解決するため、NTT Comで
は企業と様々なクラウドサービスを
即時かつセキュアにつなぎ、多様な

Before

お客さま設備 

回線申込 機器購入 設定 回線申込 機器購入 設定 
After

Flexible InterConnect 

回線単位で可視化・管理 お客さまのネットワークを
一元的に可視化・管理

 

図 6　Flexible InterConnect

ハイブリッドクラウド時代の
ビジネスに最適な新プラット
フォームサービス

グループ内でもNTT Comの
ハイブリッドクラウドを活用
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ICT環境を一元管理可能な Flexible 

InterConnect(以下、FIC)の提供に
向けた準備を進めている。

FICは自社のクラウドサービス、
インターネットや VPNの NWサービ
スは勿論のこと、他社のクラウドサー
ビスにもオンデマンドに接続し、企業
が ITリソースを即座に構築すること
を可能にする。高速化するビジネス
スピードの中でも欠かすことのできな
いセキュリティを確保するコンポーネ
ントも提供し、これらを一元的に運
用できる ICT環境を実現する。
これまでの ICT環境は如何にセ

キュアに構築するか、ということに
重きが置かれてきたが、多様化する
ITワークロードの活用シーンにおい
ては、複数のクラウド（XaaS）や関
係する企業間と素早くセキュアに接
続する環境が必須となりつつある。

XaaSプロバイダ－との接続を実

都合で本稿ではそのすべてを紹介し
きれないほど豊富なサービスメ
ニューが用意されている。

DX Enablerとしてお客さまの DX

実現に貢献することを目標としてい
る NTT Comにとって、クラウド移
行からクラウドネイティブまで、あ
らゆるニーズに対応できる ECLは
大きな強みとなっている。FICのよ
うに、よりハイブリッドクラウドを
活用しやすくする取り組みも進めて
おり、今後ますます ECLの提供を
拡大していく考えだ。
また同社は、お客さまへのサービ
ス提供と同様に、NTTグループ各
社の ICTインフラを支える。基幹
システムのクラウド移行が課題と
なっているグループ会社のクラウド
移行も含め、NTTグループ各社の
クラウド化、DX実現にも貢献して
いく。

現するだけでなく、他の企業との接
続も同時に実現し、網の目状に ICT

環境を構築する。そんな企業の IT

インフラの推進ニーズに対して、
FICはまさに最適なプラットフォー
ムと言える。

FICが提供するプラットフォーム
は単なるハイブリッドクラウド接続
基盤にとどまらず企業間を接続し、
新たなビジネスを生み出すための大
きなエコシステムプラットフォーム
になり、NTTComのビジネスイネー
ブラーとしての価値を大きく広げる
可能性を秘めている。

FIC のサービス提供開始は、
2019年秋を予定している。

図 7は ECLのサービスライン
ナップを図式化したものだ。紙面の

図 7　Enterprise Cloud2.0 のサービスラインナップ

お客さま及びNTTグループの
ICTインフラを支えていきたい


