特集

NTTコミュニケーションズ 技術開発部の取り組み

3 データ活用

データドリブン・マネジメントのサイクルを
加速させ全社の業務改革・戦略策定を支援
技術開発部 担当部長

水口 孝則、担当課長 西塚 要

NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）は社内のあらゆるデータを集約・蓄積して分析し、業務改善や経営戦略
の策定に役立てる取り組みを進めている。そのためのプロセス標準化やシステム基盤整備を技術開発部が中心となって進
めている。

例えば経営幹部であれば「客

データ活用に必要な 3 つの要素

観的なデータおよび将来の変化

NTT Com は デ ジ タ ル ト ラ ン ス

せ、データドリブン経営に転換

フォーメーション（以下、DX）実現

することでタイムリーな経営判

を目指して

断を実現する」
、またサービス

いる。そのために必要となるデータ

部門であれば「マーケットトレ

活用についてどう考えるべきか社内

ンドと社内データの相関分析に

で意見交換しながら改めて整理し、3

より新規サービスの開発や最適

つの要素が重要と考えた。その 1 つ

なサービスの組み合わせにより

が「データの流通」だ。社内のデー

革新的なサービスを創出する」と

析プロセス（図１）を行う事が重要で

タを集約・蓄積し、分析に活用でき

いったことを想定している。

ある。まずビジネス課題を明確にする

に貢献する DX Enabler

TM

るデータとして整備する必要がある。
もう 1 つはニーズに合う分析を行い
課題解決につなげるための「分析技

を示唆する予測データを充実さ

［左から］ 水口 孝則、西塚 要

適切なデータフローと分析プロ
セスにより DX を実現

「分析のプランニング」を行い、そし
て分析に必要なデータを選定し適切な
「データ／コード設計」を行う。設計

術」
。そしてもう 1 つは業務や現場を

DX につながるデータ活用を実現す

どおりしっかりデータを登録する「ガバ

知り課題意識を持って業務改善につ

るには適切なデータフローに沿った分

ナンス」も必要だ。その上で「データ

なげるための「業務知識」だ。
①分析のプランニング

データ活用を推進し目指す姿
データ活用は運用効率向上のよう
な社内における活用と、新しいサー
ビスを開発して提供するといった社
外への活用の大きく 2 つに分ける
ことができる。そうしたデータ活用
により数年後に実現すべき姿を部門
ごとに想定している。
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A. ビジネス課題設定
・表題
（+⑤）
記載の通り
B. データ活用タスク設定
・Aを達成するための
タスクを設定
（③④⑤のプラン）

②データガバナンス
／データ整備
A. コード定義

A. 自動データ収集

B. データ整備

B. データマート作成
C. 生成過程の管理
（データリネージュ）

④データ加工／分析

⑤業務改革・戦略立案

A. 機械学習モデルの運用、
人材育成
B. 分析人材
（セルフBI）
の
全社育成、底上げ

A.業務成果
B.ビジネス貢献

C. 分析環境の提供
（セルフBI）
D. データエンジニアリング
（業務知識＋エンジニアリング）

C. データ選定
・プラン実行のための
情報を含むデータの選定
（②に記載）
D. 矢羽根①〜⑤のサイクルを
FBしながら回す

③データ収集／蓄積

各部との連携、業務知識が必要
図1

データ分析プロセス

ビジネスコミュニケーション

2020 Vol.57 No.1

を収集・蓄積」し、「データ加工／分
析」 を行う。そしてその結果を「業

データ生成源

DDM新基盤

Data Edge

務改革・戦略立案」 に活かすといっ

の社内標準化を進めており、早期に
このサイクルの最初と最後にあた

可欠であり、サービス部門などの各
部と連携することが重要だ。

Data Edge

MDM

データ収集基盤(Data Hub)

バッチ処理
基盤

ストリーム
処理基盤

機械学習
基盤

Data
Gateway
個別
（既存）
システム
目的に即したデータ利用

ポータルへの活用

DataOps
Pipeline

Monitoring

MLOps
…

データ管理

ワークフロー

データ蓄積基盤

非仮想化・物理ノード

社内で展開していきたいと考えている。

改革・戦略立案」には業務知識が不

データ処理基盤

高度解析ツール群
可視化
（BI）
ツール群

重要だ。現在このデータ分析プロセス

る「分析のプランニング」と「業務

Data Edge

マスタ配信

た適切な分析プロセスを 1 つのサイク
ルとし、このサイクルを繰り返すことが

既存DBシステム

サービスノード等

コンテナ基盤

Data
Gateway

Data
Gateway

ML Model
Deploy

API
Gateway

Data export / API連携等

BIツールでの
可視化

簡易分析ツール
での分析

図2

個別サービスでの活用
例) トラフィック可視化・
DDoS検知・CDN

データ活用の全体像

一方でそれ以外のフェーズでは技

アクセスできる仕組みや、個人情報

術開発部の知見が活きる部分が多い。

はマスクするなど匿名化して利用可

蓄積されたデータの分析については、

能な形で蓄積する仕組みが必要だ。

大量データの分析を必要とする
NTT グループ各社と協力

社員自らが分析することができるよ

基本的な機能はすでに揃ってお

DSL によるデータ活用の仕組み（図

うツール群を提供していく。ツール

り、パイロットケース的なデータ収

2）を NTT Com が提供を進めている

だけでは難しい案件は、
コンサルティ

集や分析もスタートしている。

データ活用のためのプラットフォーム

ングを技術面からサポートし、分析

具体的には、Apache Kafka で各種

Smart Data Platform と組み合わ

に貢献していく。また AI を活用する

Data Edge からデータを受け、スト

せることも可能だ。ただし通信キャリ

ような高度な分析は、技術開発部が

リーム処理やバッチ処理を交えて

アである NTT Com が収集・蓄積す

サポートする形で実施し、これらの

Hadoop 基盤に蓄積する。データレ

るデータは少なく見積もっても数ペタ

分析プロセスを通して、社内のデー

イクとして、構造化されていない

バイト以上になる。 最初は通信キャリ

タ分析人材の育成も進めていく。

データをそのままの形で保存するこ

アならではの大規模データを対象とし

ともできるため、多様なデータをサ

て取り組み、社内のデータ活用を進

ポートする。ただし、API で連携で

めていく。その後、同様の規模のお

きるようなシステムばかりではな

客さまへサービスとしてのデータ基

技術開発部内に立ち上げたデータ

く、データのエクスポートに開発が

盤、分析プロセス、DX ノウハウ等の

サイエンスチーム Data Science

必要になることも珍しくない。開発

提供 ( 社外への活用 ) を検討する。

Lab.（以下、
DSL） が中心となり、
デー

コストが問題となるため必要なデー

ま た、NTT グ ル ー プ に は NTT

タ活用に必要な仕組みを整備してい

タが含まれるファイルを決まった場

Com と同じく膨大なデータを収集・

る（図 2）
。さまざまな要素があるが、

所に保管するようルールを作り RPA

蓄積する必要に迫られている企業が

なかでもデータ収集・蓄積に関して

で読み込むといった工夫も必要だ。

複数存在する。そのための仕組みを

データの収集・蓄積・分析に
必要な基盤を整備

は考慮すべき課題が多かった。

基盤内に蓄積されているデータ

グループ各社が個別に開発するので

例を挙げると、現状では Excel な

は、データカタログ・データマート

はなく、DSL による基盤を活用し

どにより担当者が独自に管理している

として提供され、分析者にはデータ

てもらうことも視野に入れている。

データが少なくない。またデータが収

を活用する業務プロセスをしっかり

一緒にブラッシュアップしながら活

集・蓄積されても情報漏洩対策のた

とプランニングしてもらう。様々な

用してもらうことにより、分析につ

め 参 照はほぼ 一 律に制 限されてい

BI ツールでの可視化から高度な分

いても共通化できる部分が見つかる

る。より細かく権限に応じてデータに

析まで、柔軟に対応が可能だ。

のではないかと考えている。
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