特集

マネージド／セキュリティサービスの提供で
お客さまのDXを強力に支援するNTTコミュニケーションズ

2 マネージドサービス部門の取り組み

個別要件への対応力はそのままにサービスを
標準化し効率的な ICT 環境の統合管理を可能に
マネージド＆セキュリティサービス部 マネージドサービス部門（以下、MS 部門）は、その名のとおりマネージドサー
ビスの企画・開発・提供を担っている。本稿では、ICT 環境の統合管理 / 最適化に役立つマルチオーケストレーターや、
より効率的なマネージドサービスの提供を可能にする統合 ICT 運用プラットフォーム X Managed Platform ™ の開発
について紹介する。

ICT 環境の多様化・複雑化が
進み統合管理 / 最適化が重要
課題に
オンプレミス環境からパブリック
クラウドまで、企業が利用する ICT
環境の多様化と、それらを組み合わ

NTT コミュニケーションズ株式会社 マネージド＆セキュリティサービス部
マネージドサービス部門（左から）部門長 高橋 立典氏

せることによる複雑化が進んでい

担当部長 島貫 卓氏

る。そのため「誰も全体を正確に把

だ。図 1 に示すような、オー

担当課長 神崎 誠氏

担当課長 三和 友也氏

握できていない」、
「新しい ICT リ

CF)

ソースをどう用意すれば良いかで毎

ルフォトニクス・ネットワークで実

で、すべての ICT リソースをつなぎ、

回悩む」といった問題が生じている。

装するトランスポート層から、デジ

最適に制御することを目標としてい

このような背景から ICT 環境を統

タルツイン・コンピューティングに

る。 ま さ に ICT 環 境 の 統 合 管 理 /

合的に管理することや最適な構成に

よりさまざまなサービスを提供する

最適化につながる技術分野であり、

オーバーレイソリューション層ま

保ち続けることの重要性が高まっ
ている。

Cognitive Foundation®

IOWN

構想を掲げ、

これまでの ICT 技術の限界を超
えた新たな情報通信基盤の実現を
目指している。この取り組みにお
いてあらゆる ICT リソースをつ
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NTT を は じ め NTT コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン ズ（ 以 下、NTT Com） や
NTT コムウェアが中心となり取り
組んでいる。

自動化のためベストプラクティスを
増やす取り組みに注力

ネージドサービスで対応し、スピー
ドやコスト面での効率向上につなげ
る取り組みを進めている。そのため

MO は ICT 環境構築の負担を軽

BS 本部と協力して開発しているの

NTT グループが米国ラスベガス

減するほか、ICT 環境全体を把握し、

が、統合 ICT 運用プラットフォー

市と共同で推進するスマートシティ

どのように ICT リソースを追加・

ム

プロジェクトでは、実証実験の段階

変更すると良いかといった判断をし

マネージドプラットフォーム） だ。

から CF に基づく機能が ICT リソー

やすくする。当面はこの特長を利用

CF に基づく機能を商用サービスで

スの構築や運用に活用されている。

して人が判断し、お客さまに最適な

活用する初の事例になる。

MS 部門はそうした R&D 成果を活

ICT リソース制御を提案することに

用し、国内で初めて商用サービスに

なる。将来的にはこの提案自体も自

CF の技術を適用しようとしている。

動化し、毎回専門家が検討しなけれ

X Managed Platform ™（クロス

徹底した自動化を実現する運用
プラットフォームを短期間で開発

ばならない状態を回避できるように

X Managed Platform ™のコンセプ

していく方針だ。最終的にはお客さ

トは、徹底的な自動化により ICT

ま自身で ICT 環境の構築から運用・

環境の運用管理業務を効率化すると

管理まで行えるようにすることを目

いうものだ。この分野で豊富な実績

指している。分野や用途ごとに AI

を持つ株式会社フィックスポイント

が、図 1 にも登場する「マルチオー

モデルを構築する必要があるため、

と共同で開発に取り組み、同社の技

ケストレーター」（Multi Orchestrator：

まずはユースケースごとにベストプ

術を活用することによって 2020 年

以下、MO）だ。ICT リソース管理

ラクティスの蓄積を進めている。

4 月の開発開始からわずか半年後の

多様な ICT リソースを
一元管理・制御する
マルチオーケストレーター
CF 構想で重要な役割を果たすの

の自動化・自律化により、複雑化し

「将来的にはインテリジェント機

た ICT リソースの配備やライフサイ

能群を拡充し、人では行えないこと

クルマネジメントを支援する。この

を実現していきたいと考えていま

マルチクラウド・ハイブリッドクラ

MO は 3 つの機能群で構成される。

す。」（高橋氏）

ウド環境に構築された商用システム

1 つはワークフローに沿って ICT リ
ソースの設定を行う「オーケストレー
ション機能群」だ。MS 部門と NTT

共通する要件への対応を標準化し
マネージドサービスを効率化

10 月に初期開発を完了した。
その後開始された実証実験では、

の統合管理に X Managed Platform ™
を活用している。これにより実際の
トラブル対応時間を評価するなど、

コムウェアが現在開発を進めている

NTT Com のマネージドサービス

統合管理の実用性を確認している。

残り 2 つの機能群について、神崎氏

の特長は、ビジネスソリューション

2021 年春には商用サービスで X

は次のように述べている。

本部（以下、
BS 本部）が窓口となり、

Managed Platform ™の利用を開始す

「『マネジメント機能群』は ICT

お客さまごとに専任担当を置く体制

る予定だ。

リソースの構成情報、設計情報など

によって ICT の課題をお客さま以

を管理するための機能群です。
『イ

上に理解し、ICT の戦略立案から設

ンテリジェント機能群』は AI を活

計、移行、運用、継続的な改善まで

用して ICT リソースを最適に制御

行う点にある。ベンダーフリーで最

する、また自律的な運用を可能にす

適な ICT 環境を提案し、構築から

ICT 環境の統合管理には ICT リ

るための機能群です。キャリアサー

運用までワンストップで提供するこ

ソースの構成情報、およびさまざま

ビスの提供を通じ膨大な ICT リソー

とも特長の 1 つだ。

なイベントのログを収集・管理する

スの管理を行ってきた経験が差異化
の要因になると考えています。」
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統合 ICT 運用プラットフォーム
X Managed PlatformTM の
概要

MS 部門はこのような個別要件へ

ことが欠かせない。いざ実践しよう

の対応に優れるという強みはそのま

とすると非常に難しいこの作業を X

まに、共通的な要件には標準型のマ

Managed Platform ™が可能にする。
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そのための主な機能を
以下に示す。

NTT Com

お客さま
システム部門

法人PM/SE/SM部隊
トータルマネージドソリューション

イベント管理
新たに開発した

NTT Com

BS本部

サービスオペレーション部隊
（企画中）
ヘルプデスク

標準型マネージドサービス

アナライザー により、
お 客 さ ま ICT 環 境 で
を 収 集 す る。IT ア ナ
ラ イ ザ ー は ICT 環 境

X ManagedPlatform
（BS‐PS横断PJにて開発中）

情報検索
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自動
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自動起票

B社
C社

で提供される。

②ICT構成の
ディスカバリ
③セキュア
リモートアクセス

④データ分析
（次期開発）
トラフィック分析
ステータス分析
リソース分析

お客さまICT環境の監視データ等を一元収集

に応じてソフトウェア
やハードウェアの形態

オペレーション

デプロイ

インシデント管理システム
（全社DX施策として整備）
ServiceNow等
チケット作成
チケット作成
各種自動処理
各種自動処理

IT

発生したイベント情報

PS本部

オンプレミスICTの
情報収集

ITアナライザ

発生したイベントに
対し、お客さまのシス
テム部門へ通知する、
一時対処を行う、チケットを起票す

A社

お客さまICT環境

図2

B社
C社

X Managed PlatformTM を活用しマネージドサービスを効率化

へアクセスすることができる。

また収集したあらゆるデータを
データレイクに蓄積し、より幅広い

るといった処理を自動で行うことが
できる。プログラミングの知識がな
くても簡単に自動処理のルールを作
成できる機能も提供される。
オペレーターは監視運用ダッシュ
ボードを使ってイベントの発生状況
やイベントへの対応状況を確認可能
であり、複数のお客さま ICT 環境

クラウド上のお客さまITリソース

分析を行って新しい価値を生み出す

データ分析
後述するようにさまざまなデータ

ようなインサイトを得るといったこ

分析を可能にするため、現在開発が

とも検討されている。

進められている。

組織連携によるマネージド
サービス提供が付加価値に

蓄積される各種データを分析し
さまざまな価値を提供

X Managed Platform ™を活用した

「各機能はマイクロサービスとし

マネージドサービスの提供につい

て実装されており、今後もマイクロ

て、島貫氏は次のように述べている。

サービスを追加することによって成

「 共 通 的 な 要 件 に は X Managed

長していくプラットフォームとなっ

PlatformTM により標準型のサービス

ています」と三和氏が語るように、

提供で応え、個別要件には従来どお

リソースの構成情報は、先進的な

現在も新たな機能の開発が進んでい

り BS 本部によるソリューション提

ICT 運用ツールであり NTT Com も

る。現在の主なテーマはデータ分析

供で応えます。BS 本部と我々が所

近年積極的に活用している

だ。ICT 環境の統合管理に伴い収集・

属するプラットフォームサービス本

ServiceNow の構成管理データベー

蓄積されるデータを分析することに

部が同じプラットフォームを活用

ス (CMDB) に蓄積して管理する。

より、さまざまな知見を導出可能に

し、連携してマネージドサービスを

する。たとえばトラフィック情報を

提供していくという新しい取り組み

分析することにより、ネットワーク

です。両組織の良さを活かすことが

オペレーターによる対応が必要な

の帯域が逼迫していないか、またど

付加価値になると考えています。」

場合には、
IT アナライザーのエージェ

の時間帯にトラフィック需要が高ま

ントソフトウェアを通じ、リモート

るか、といった知見を得ることが想

からセキュアにお客さまの ICT 環境

定されている。

の情報をまとめて管理することにも
役立つようにした。
ICT 構成のディスカバリー
IT アナライザーで収集した ICT

セキュアリモートアクセス
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