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特集 「NTT Communications Digital Forum 2020」で見えたNTTコミュニケーションズの新たな事業ビジョン

　

新型コロナにより「対面・高密度
からソーシャルディスタンスへ」、
リモートワークなど企業の対策によ
る「一極集中から分散へ」、そして、
自然災害の増加も背景とした「変化
に対する確実さからしなやかさ（レ
ジリエンス）へ」という社会変容が
起きており、求められる DXもそれ
に伴って変容していることが指摘さ
れた。以前は効率化を優先して DX

が進められる傾向が見られたが、急
速に変化する生活者の好奇心や価値

観・UX（ユーザーエクスペリエンス）
を重視する「ユーザー起点型DX」と、
利益に加え従業員や顧客、地域社会、
地球環境を重視する「持続可能社会
型 DX」が加速しているとのことで
あった。

2020年 9月下旬に発表された
NTTによる NTTドコモの完全子会
社化とその影響に対して丸岡氏は、
「主に企業向けのソリューション・
サービスを提供している NTT Com

と、主にコンシューマ向けのモバイ

ルサービスを行っている NTTドコ
モが連携を強化することによって、
お客さまへの DXや社会的課題の解
決への貢献をさらに進めていきた
い」と思いを語った。

次にそうした環境変化のなかで策
定した新事業ビジョン“Re-connect 

XTM”（図 1）が発表された。「X」
は Everythingであり、「さまざまな
ものを安心安全かつ柔軟に『つなぎ
なおす』ことで、サステイナブルな
未来の実現に貢献する」という意味
がこめられている。Re-connect X ™

に 向 け「Smart World」、「Smart 

「NTT Communications Digital Forum 2020」では NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）の丸岡亨代表取締役
社長により基調講演が行われた。その中から With ／ After コロナを強く意識した新たな事業ビジョンや NTT Com が取
り組むデジタルトランスフォーメーション（以下、DX）など、主な内容について紹介する。

2 基調講演

新型コロナが引き起こす
社会変容

社会変容とDXを強く意識した新たな
事業ビジョン“Re-connect XTM”

NTT コミュニケーションズ株式会社

代表取締役社長　丸岡 亨氏

図 1　新たな事業ビジョンを発表する丸岡亨 代表取締役社長

NTT グループの変化

事業ビジョン“Re-connect XTM”に
向け推進する 3 つの取り組み
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Data Platform」（以下、
SDPF）、「ICTインフ
ラの Transformation」
の 3つを柱とする考
え（図 2）も示された。
「ICTインフラにつ
い て は NTT Com グ
ループ自らの DXに
よって運用面の効率
化、サービスの付加価
値化を図っていきなが
ら、S m a r t  W o r l d、
SDPFについてはお客
さま・パートナーとの
共創が重要となる。」（丸岡氏）

NTTグループが取り組む Smart 

Worldの実現に向け、NTT Comは特
に City、Mobil i ty、Workstyle、
Customer Experience、Education、
Health Care、Factoryの 7領域に注
力している。講演ではそのうち 4領
域の最近の取り組みが紹介された。

Smart Factory：
デジタルユーティリティクラウド
2020年 11月、富士通株式会社、

ファナック株式会社とともに株式会
社 DUCNETを設立し、“デジタル
ユーティリティクラウド”のサービ
ス化やエコシステム構築に取り組む
ことが示された。これによりばらば
らに管理・運用されてきた工作機械
に関するデータを統合的に管理・分
析可能にしていく。
Smart Education：GIGAスクール
文部科学省はコロナ禍を受け、児
童 1人あたり 1台の端末と高速大
容量の通信ネットワークを一体的に

整備する“GIGAスクール構想”の
前倒し実現を目指している。
関連する取り組みとして、パソコ
ン・スマートフォン・タブレット端
末からインターネット経由で利用で
きるクラウド型教育プラットフォー
ム“まなびポケット”、また学習状
況のリアルタイム把握や孤立傾向に
ある生徒を把握しやすいといった特
長 を 持 つ 授 業 支 援 シ ス テ ム
“schoolTakt”が紹介された。
またリカレント教育に対応してい
く方針も示された。
Smart Workstyle：“NeWork™”
リモートワークが常態化し「立ち
話的な相談ができない」などの課題
が顕在化していることを受け、NTT 

Comは新たなコミュニケーション
ツール NeWork ™を開発した。
「社内外のHuman Centered Design

の専門家が、利用者の体験価値を重
視するデザイン思考に基づいて開発
しました。開発はすべてリモート、
期間は 3ヶ月という弊社のサービス
としては異例の速さでした。」（丸岡
氏）
実際にNeWorkTMを操作し「立ち

話感覚ですぐ話しかけられる」、「会
話しているグループの様子が一目で
わかる」などの特長が紹介された。
Smart City：
名古屋 久屋大通公園、東富士／品川
インフラレイヤーだけでなく AI活
用など上位レイヤーの取り組みも増
え、今後はデジタルツインコンピュー
ティングを活用した街の付加価値づ
くりに取り組むことが示された。
事例としては三井不動産株式会社
と共同で進める名古屋市久屋大通公
園における「防犯カメラ映像を解析
した安心・安全な街づくり」、「スマー
トフォンの位置情報データを活用し
た来園者の満足度向上」に向けた取
り組み。また、トヨタ自動車株式会
社と NTTグループが、静岡県裾野
市東富士エリアの“Woven City（ウー
ブン・シティ）”、および NTTグルー
プが多数のオフィスを持つ品川エリ
アで、スマートシティープラット
フォームを実装する取り組みが進行
していることが紹介された。

①Smart World
社会と未来をつなぐ

②Smart Data Platform
データと価値をつなぐ

Transformation
安心・安全・柔軟につなぐ

お客さま・パートナーとの共創

自らのＤＸ

③ICTインフラの

図 2　Re-connect X ™に向けて強化する取り組み（基調講演より）

Smart World の主な取り組み
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Smart Worldの実現にはさまざま
なデータを収集・蓄積・分析し、そ
の結果を世の中に還元することが不
可欠だ。そのために必要なものをワ
ンストップで提供する SDPFについ
て紹介された（詳細は本特集“4 

Smart Data Platform”参照）。
取り組み事例として、米 TradeShift

社と進めている企業間取引電子化
サービス（BConnectionデジタルト
レード）の開発、英 Blue Prism社と
進めている RPAや AIを活用し高度
な自動化・効率化を実現する「デジ
タルワーカー」のプラットフォーム
サービスの開発、また DMG森精機
株式会社と共同で工場においてロー
カル 5Gを活用し AGV（自律走行型
ロボット）の高精度かつ高速な制御
を行う実証実験を進めていることが
紹介された。

リモートワークの急増でインター
ネット経由による社内閉域網へのア
クセス集中が課題となっている。リ
モートワーク端末のマルウェア感染
や攻撃などのリスクの増加も懸念さ
れる。こうしたことからWith／
Afterコロナの ICTインフラに求め
られるのは「分散化に対応しどこか
らでも必要なリソースにアクセス可
能であること」、「急激な環境変化に
柔軟に適応できること」、「安心／安
全に事業を継続可能であること」の
3つであるとして、丸岡氏は次のよ
うに語った。
「来年 4月の提供開始を目指し

トに、NTTの研究所や NTTドコモ
を始めとする NTTグループ各社の
ラボと連携する場として、またオン
ラインとオフラインが融合された
ニューノーマルな共創施設としてい
くことを目指しています。」（丸岡氏）

丸岡氏と、デジタル化する世界の
本質を解説した「アフターデジタル」
の著者で株式会社ビービット 東ア
ジア営業責任者の藤井保文氏による
対談では、「DXの目的は『新たな
UX』の提供」という考えや、NTT 

Com自身の DXについて語られた。
前述の NeWork ™の UXが新組織
KOELの活動成果であることや、
Re-connect X ™のビジョンに基づき
さまざまなものをつなぎ直すことで
「これまでと違う価値が生まれる」
という丸岡氏の考えも示された。

トップリーグに所属する NTT 

Comのラグビー部“シャイニング
アークス”は元スコットランド代表
キャプテンのグレイグ・レイドロー
選手をチームに迎える。優れたリー
ダーとしての経験を持つ同選手と丸
岡氏、ラグビー部部長を務める
ヒューマンリソース部長 山本恭子氏
の 3名により「強いチームの作り方」
というテーマで対談が行われた。
レイドロー選手が「個人を理解す
るようにしている」と語ったことを
受け、コミュニケーションの重要性、
リモートワーク下でのコミュニケー
ション促進を目的とした NeWork ™

の開発などについて語られた。

SDN(Software Defined Network)技
術とセキュリティ技術を統合した
サ ー ビ ス を 開 発 し て い ま す。
SASE(Secure Access Service Edge)

と呼ばれる仕組みでリモートアクセ
スや認証などのセキュリティ機能を
クラウド型で提供します。安心安全
に既存の閉域網とインターネットを
ハイブリッドで利用でき、社内ネッ
トワーク全体のパフォーマンス向上
が可能です。帯域拡張や経路変更、
セキュリティ設定はポータルから簡
単に行えるため、急激な環境の変化
にも適応できます。」
またかつての「社内は安全である」
という前提に基づく境界型のセキュ
リティ対策から、すべてが信用でき
ない、いわゆる「ゼロトラスト」を
前提としたセキュリティ対策に対応
していくという方針も示された。

NTT Comはこれまで業界を代表
する各社との共創を目的とする
“C4BASE”、スタートアップ／ベン
チャーや大学などとの共創を目的と
する“OPEN INNOVATION PRO- 

GRAM”を推進してきた。加えて
2020年 4月にインハウスのデザイ
ン組織“KOEL（コエル）”を設置
したこと、また Smart City関連の
オープンコラボレーションを推進す
る場としてこの 12 月に田町に
“Smart City Lab”を開設する予定で
あることが示された。さらに 2021
年4月に大手町で開設予定の“Smart 

World Open Hub”について紹介さ
れた。
「『Hub&Spoke、OMO(Online 

Merges with Offline) 』をコンセプ

Smart Data Platform
（SDPF）

ICT インフラの
Transformation

お客さま・パートナーとの
共創／イノベーション

「アフターデジタル」著者と語る
NTT Com の DX

「強いチーム作り」
コミュニケーションの重要性


