特集 データ利活用時代のプラットフォーマーに変化するNTTコミュニケーションズ

−Smart World実現や顧客のDX推進に貢献する事業体制に刷新−

4 イノベーションセンター

5 年、10 年先の未来を見据え、新たな価値を創造。
オープンイノベーションで新規事業を推進し、
IOWN 構想実現にも貢献
イノベーションセンター（以下、IC）は、従来の事業領域に囚われずに新事業の柱を創出することを目的に創設された。そ
の特長は、従来個別にリソースを担当していたビジネスプランナー、デジタルエンジニア、デザイナー約 200 名を Center
of Excellence(CoE) として集結させた点にある。ビジネスを創るうえで必要な人材を一部署にまとめたこのようなフォーメ
ーションは、NTT 主要グループ内では類を見ないと言って良いだろう。本稿では、IC の特長と取り組みについて紹介する。

SBTC 四位一体フォーメーショ
ンで、各組織と密接に連携
IC は、技術戦略部門、プロデュー
ス部門、テクノロジー部門、デザイ
ン部門の 4 部門から成る（図１）。
これらが 四位一体

となり、オー

NTT コミュニケーションズ株式会社
イノベーションセンター

プンイノベーションを推進する狙い

（左から）副センター長兼テクノロジー部門長
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が結びついてリエゾン、Technology
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と Creative が結びついて CoE を生
み出し、ビジネスソリューション本

させることで、中長期的な未来を見

部やプラットフォームサービス本部

据え、新しいビジネスを創るととも

と連携を図りながら、お客さまへの

に 6 月 1 日には IOWN を推進する組
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織を立ち上げ、NTT グループが掲げ

「社内外のイノベーションを結実

究所を始め産官学を含む外部や北米
Plug and Play tech center 等 の ス
タートアップ企業との連携を深めて
いる。また、ディスカッションの場

る IOWN 構想の実現にもコミットし
ていきます」
（山下氏）。

社会課題解決
ビジネスプロデュース

会に受け入れてもらうのか、外部と
の連携の機会を増やしながら考えて

技術戦略部門では、
10 年後の当たり前の

先進技術の目利き/β版開発
テストベッド
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技術 に一早く着手し、
Deep Tech で社会に貢
献 す る た め、NTT 研

積極的に実施している。
とのない事業を、どのようにして社

将来の技術ポート
フォリオを形成す
る技術戦略を立案

デザイン専門家組織【KOEL】
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を多く設け、新事業のマッチングも
「10 年後の、まだ誰も体験したこ
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技術戦略部門長 貞田 洋明氏

いきたい。」と貞田氏が語るとおり、
Smart World や IOWN 構想の実現
には、将来を見越した特許取得や価
値評価などの知財活動が非常に重要
となる。「NTT Com が少し先の世
界をリードし、社会的課題の解決に
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貢献するためにも、現在知財のポー

に PoC を実施。NTT 研究所やスター

トフォリオを固め知財戦略の見直し

トアップ企業等と情報交換をしなが

を図っています」
（貞田氏）。

ら、5 年、10 年先の未来を見据え、

プロデュース部門

Business

5 年、10 年後の「世界観」を想定
し社内外と共創。新規事業を創出

Smart World や IOWN 構想実現に資
技術開発／技術支援にあたって
は、 プ ロ ジ ェ ク ト 制 を 採 用 し

「5 年、10 年先の社会的課題を解

Speedy に実行するとともに、大学

決することで社会に貢献し、 お客

との共同研究、各種団体への参画等

さまから信頼される NTT Com

社外連携を推進する。

で

ありたい。
」と東出氏が語るように、
プロデュース部門は、NTT グルー
プや世界の有力企業組織と共創しな
がら、CSV (Creating Shared Value)
に資する新たなビジネスを創造する

図 2「KOEL」ロゴ

する技術開発に挑む。

デザイン部門

xTech 事例紹介

SmartWorld の CX 向上を
目指して
シンガポールのスタートアップ企
業 M-DAQ Pte.LTD. との共創により

Creative

「HCA」＊ 1 を提供中。この HCA を沖

常識を超えるデザイン集団。
新たなコミュニケーションを創造

電 気 工 業 株 式 会 社 様の「SDBC」＊ 2
「CounterSmart」＊ 3 に乗せ、PoC を

デザイン部門は、俗称 「KOEL（コ

行う。また HCA を活用し、国内外の

( 活動事例は xTech 事例紹介参照 )。

エル）」 として活動を実施している。

電 子マネー間で外 国 為 替を用いた

また社内にイノベーターを増やす

KOEL のコンセプトは「距離を超える。

チャージプラットフォームサービスや、

ため、社員を対象としたアイデアコ

常識を超える。」これまで通信インフ

日々のクレジットカード決済で購入時点

ンテスト「DigiCom」や、
スタートアッ

ラを通じて人や企業の距離を超え、

での為替レート保証などのテストケー

プ制度「BIChallenge」を運営。社外

社会の発展に貢献してきた NTT Com

スを評価。SmartWorld における様々

連携に向けては、NTT Com が所有

の新たなコミュニケーションを創造する

な業種業態での CX 向上と DX 化を

するアセットをスタートアップ企業

デザインチームであることを名称に表

実現する予定だ（図３）。

や大学機関のアイデアやビジネスと

現した（図２）。「これからの ICT ビ

連携させ、新しい事業を創出する

ジネスは、性能・品質・価格に留ま

「OpenInnovation プログラム」を推

らず、認知・フィーリング・言葉にし

進する。さらに、 ビジネスを考え

にくい特性・使い勝手などが勝負の

る人材を NTT Com 全体に輩出した

明暗を分けると考えます。」と福田氏

い

という想いから、新規事業開発

が語るように、デザイン部門では CX

のマインドセットやフレームワーク

／ UX を始め、お客さまや企業に愛

の形成に加え、事業構想大学院大学

されるデザインを創造する。

派遣プログラムを通じ、ビジネスプ
ラン作成等を検討する予定だ。

テクノロジー部門

Technology

新規事業に必要な技術開発を
推進

また、デザイン
部門では社内各
組織におけるデ
ザイン活動を遂
行 に 加 え、 ユ ー
ザー調査、プロト

テクノロジ̶部門は、高スキルな

タイプの構築、デ

エンジニアを結集し、旧技術開発部

ザイン人材の採

で扱っていた技術の一部に加え、新

用や育成プログ

規事業に必要な技術の開発を推進す

ラムの策定等も

る。開発した技術に対しては積極的

実施する。
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＊ 1「Home Currency Anywhere」
仕向け国の通貨ではなく、利用者の自国通貨での
決済を可能とする日本初のレート保証型外国為替
情報と取引情報のデータ流通サービス。Apps on
SDPF として提供。
＊ 2「スマートデバイスビジネスコネクター」
インターネットサービスや顧客情報システムなど
事業者内システムを相互接続し、スマートフォン
やタブレット向けに新しいお客さまチャネルを提
供する中継システム
＊ 3「CounterSmart」
ストアフロント変革ソリューションのセルフ端末
用ミドルウェア
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