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NTT Comは「Bizモバイルコネ
クト」で、どんなデバイスでも、い
つでも、どこからでも業務に必要な
アプリケーションにアクセスしたい
というニーズに、15年以上に渡っ
て応えてきた。近年は働き方改革に
取り組む企業が増えたこともあり、
社外からの社内システム利用、各種
クラウドサービスの利用、多様なモ
バイル環境からのセキュアな接続が
求められ、リモートアクセスサービ
スが基幹業務システムとしてますま
す重要になっている。

A&C部はそうしたニーズに応え
るため、豊富な認証方式やセキュア

ブラウザ、SSL-VPNサービス型提
供、ハイブリッドクラウド接続など
の特長を備える「Bizモバイルコネ
クト」を Type2としてリニューア

ルし 2018年秋から提供している
（図1）。機能の大幅な追加とともに、
サービス品質の向上も大きな特長と
なっており、特に「業務継続性の向
上」、「能動的な故障検知と迅速なお
客さま対応」、「納期短縮」の 3つ
がポイントとなっている。

まず「業務継続性の向上」という
観点から、BCP対策が強化されて
いる。大規模障害／災害時、サービ
スを継続できるようデータセンター
を冗長化し、国内の東西で DR切替
え可能な構成とした。メンテナンス

ＤＸによるヒューマンエラー削減とＣＳ向上の実現！
NTTコミュニケーションズ（以下、NTT Com）はモバイル環境から社内システムや各種クラウドサービスへのセキュアかつ容
易なアクセスを可能にするリモートアクセスサービス「Biz モバイルコネクト」を提供している。本稿ではサービスをリニュー
アルし 2018 年に提供を開始した「Biz モバイルコネクト Type2」に関わる、信頼性や品質向上を目的としたアプリケーション＆
コンテンツサービス部（以下、A&C部）の取り組みを紹介する。
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豊富な認証方式
ソフトトークンによるワンタイムまたは固定の
パスワード認証や機体認証に加え、それら組み
合わせによる多要素認証が利用可能。

お客さまオンデマンド設定

ハイブリッドクラウド接続
セキュアブラウザを経由してデバイスにデータを残す
ことなく、各種クラウド、オンプレサーバへシームレスな
連携が可能。

セキュアブラウザ
モバイルコネクト専用ブラウザが情報漏洩を防止。

SSL-VPNサービス型提供 BCP対策
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クラウドサービス お客さまのご要件に
合わせた個別カスタマ
イズをサービスのオプ
ションとして提供。
実績：Webフィルタリ
ング、外部認証連携、
SSL自動接続等。
お客さまの働き方改
革に必要となるソリュ
ーションをトータルで
提供。

クラウド型サービ
スの特性を活かし、
導入費用をかけず
必要な機能のみ
を、1IDから提供。

資産管理が不要の
ため、システム管
理者さまの運用稼
働を削減。

お客さま要望に応
じ、カスタマイズメ
ニューも提供可能。

サービス提供する機器は、全てNTTコミュニケー
ションズの堅牢なデータセンタに設置、データセ
ンタは東西で冗長化し、さらにセンタ内で機器、ネ
ットワーク冗長化。災害時にお客さまの業務継続
を支援。

WebUIを利用して、システム担当者さまご自身
で利用者の追加、サービス設定変更等が可能。
また、リモートアクセスした日時や接続時間等が
閲覧可能。勤怠管理への利用も可能。

規模、用途、機能に合わせ、3種類のSSL-VPNゲートウ
ェイから最適な機種を選定。サービス型のためイニシ
ャル費用も不要。速やかな脆弱性対応、新OS対応、ラ
イセンス更新などは全てサービスで実施し、お客さま
の運用保守稼働軽減と最新のセキュリティをお届け。

インターネット
+

SSL暗号化

図 1　豊富な機能、特長を備える「Biz モバイルコネクト Type2」の概要

アプリケーション＆コンテンツサービス部の取り組み5

Biz モバイルコネクトの機能強化と
同時にサービス品質向上を推進

故障や災害に強く、
万が一の故障時も迅速に対応
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めのシステムやツールは、基本的に
A&C部で独自開発している。多様
なデバイス、ネットワーク、クラウ
ドサービスが関わる複雑なシステム
であるだけに、求める機能の実現に
適した既存のパッケージが存在せ
ず、全てスクラッチから開発するこ
とで、目的を達成した。また今後の
拡張、仕様変更も容易であり更なる
改善を計っていく。

全社的な DX推進の中で、まずは
ヒトに頼っていた、保守運用業務の
見直しからチャレンジし一定の成果
を上げた。しかしまだ道半ばと考え
ており既存業務をデジタル化しヒ
ト、モノ、コトを結び付け更なるサー
ビス品質向上を目指していく。

せることが重要な要素となる。しか
し「Bizモバイルコネクト」はもと
もとカスタマイズによりお客さまご
とに異なる要望に対応してきた。
「Bizモバイルコネクト Type2」で
も引き続きカスタマイズ機能を提供
しつつ自動化を実現する必要があっ
た。そこで、関連部門のメンバーと
相談しながら自動、手動をベストバ
ランスで組み合わせた SO体制を構
築した。
この結果、一部の開通業務で従来
10日間であった納期を 30分程度
まで短縮させるとともに、人為ミス
が発生する可能性も大幅に減少させ
た。サービス開通後の設定変更に伴
う作業も自動化を進めており、最大
90％もの大幅な稼働削減を実現し
ている。

品質向上を目的とする自動化のた

はサイト切替えすることで、サービ
ス影響を最小で工事することも可能
となった。
また「能動的な故障検知と迅速な
お客さま対応」という観点から故障
発生時の情報提供を迅速化した。故
障発生時にはWebサイト上でその
情報を公表し、さらにサービス影響
のあるお客さまにはメールで通知を
行っている。故障が発生している機
能に応じて影響のあるお客さまのリ
ストアップ作業を自動で行う「自動
ユーザー抽出機能」を開発したこと
により、通知を完了するまでの時間
を大幅に短縮した。
さらに、エラーが通知されない「サ
イレント故障」を早期に検出する「お
客さま目線監視機能」を開発した。
「疑似お客さまクライアント環境」
からお客さまが日々の業務で利用す
るのと同じ手順で、定期的にお客さ
まのコンテンツへアクセスし、エ
ラーなく利用できることを確認する
というものだ。エラーを検知しサー
ビス故障と判断した場合は、前述の
自動ユーザー抽出機能と連携し、お
客さまへの通知を行う。この機能を
現在はサービスの不具合検知に役立
てているが、将来的にはお客さま側
環境の不具合を指摘することも検討
している。

「納期短縮」の観点から、サービ
スオーダー（以下、SO）からサー
ビス開通までの業務を自動化した。
自動化にはサービス仕様を共通化さ
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図 2　お客さま目線監視／自動ユーザー抽出機能の概要

サービス導入を迅速、快適に。
自動化により稼働とミスを

大幅に削減

品質向上に向けた
ツール／システムは全て独自開発

より早く、ミスの無い、安定した
サービス提供に向け改善を継続


