
NTTグループのグローバルビジネ

ス戦略

NTTは，昨年11月に発表した中期

経営戦略「新たなステージを目指し

て」において，「お客さまから選ばれ

るバリューパートナーへ」をコンセプト

として掲げています．その中で「グロー

バル・クラウドを事業の基軸に」「ネッ

トワークサービスの競争力を強化」を

２本の柱としています．

グローバルビジネスはNTTグループ

の成長ドライバーであり，グローバル

収益を今後５年間で倍増させ，2016

年には200億USドル，かつ法人向け

ビジネス収益の５割以上をグローバル

ビジネスで獲得という目標を掲げてい

ます．

NTTグループではグローバルビジネ

スの発展に向けて，お客さまの経営課

題にICTの観点からこたえるためのコ

ンサルタント力や提案力の強化を図っ

ています．そのためには既存のICT

サービスに加え，これまでの概念を覆

すようなクラウドサービス，モビリティ

サービス，多様なデータから高度な分

析・予測を行うビジネスデータ解析

（Business Analytics）の強化が必

要となると考えています．また，エン

ド・ツー・エンドで，ICTサービスや

業務プロセスを運用することや，お客

さまとの強い関係性を構築し新たな

サービス提供につなげていく必要が出

てきます．さらに，お客さまの既存情

報システムとクラウド上のサービスメ

ニューとの組み合わせや，他社サービ

スとの組み合わせも可能とする「柔軟」

かつ「高品質」なサービスを提供して

いく必要があります（図１）．

グローバルクラウドサービスの積極展開を目指す北米研究開発拠点
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NTTグループのグローバルビジネス戦略と
NTT I3

NTTは中期経営戦略「新たなステージを目指して」では，もっとも競争が
激しい北米市場において，世界トップクラスのクラウド技術やセキュリティ
技術をスピーディに開発しマーケットへ投入することを掲げています．その
ために，北米研究開発拠点 としてNTT I3（NTT Innovation Institute, Inc.）を
2013年４月１日に設立しました．本稿では，NTTグループのグローバルビジ
ネス戦略と，NTT I3が果たすべき役割について紹介します．
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図１　NTT グループのグローバルビジネス開発 
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NTTグループはネットワーク，デー

タセンタ，マネージドICT，アプリ

ケーション，ソリューション，サービ

ス，そしてR&Dが一体となり，フル

ラインアップでビジネスを推進する体

制を整えてきました（図２）．NTTグ

ループ全体のビジネスを「Next Value

Partner for Transformation by

Total Solution」（NTT）と表現し

たように，我々はサービス・技術の差

異化を通じて，お客さまのビジネスモ

デル変革をサポートすることにより，

「信頼」を獲得していきます．

NTTは日本国内では「信頼」のブ

ランドかもしれませんが，グローバルで

みるとBrand Finance社が発表した

ブランドランキングにおいて日本企業

の中で２位，世界の全産業で16位と

健闘していますが，全体としてはまだ

まだこれからといえます．グローバルで

の「信頼」を獲得するために，まずク

ラウド，セキュリティ等の新しい分野

に積極的に投資し，グローバルビジネ

スを拡大していくことが重要と考えて

います．

NTT I3設立の目的

NTT I3（NTT Innovation Insti-

tute, Inc.）の設立は，このような背

景のもと，NTTグループのグローバル

化推進の一環として，2013年４月１

日にシリコンバレーに設立しました（図

３）．

NTT I3は，NTTグループ，R＆D，

新しいサービス創造のグローバルなハ

ブとなり，NTTグループのグローバル

ビジネスの成長をサポートしていき

ます．

NTT I3の活動のポイントは，次の４

つです．

① マーケットイン：北米は，セキュ

リティやクラウド等の多くのICT

技術で先進性を持つ地域と考えて

います．北米においてマーケット

インの開発を進め，北米で戦える

能力を備え，今後市場開拓すべ

き地域への展開することにより，

各地域での競争力強化につながる

と考えています．

② シリコンバレーのエコシステム

活用：シリコンバレーには，テク

ノロジ面での最先端な会社や情

報が集中しています．つまり，最

先端企業とのパートナーシップの

強化や最先端情報の迅速な収集

が可能なロケーションだと考えて

います．NTT I3はこの地の利を活

かしたサービス開発を進めていき

ます．

図２　NTTグループの概要 
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③ 法人向けグローバルビジネスの

ためのIP開発：NTT I3は，北米

マーケットに近いところで，北米

におけるNTTグループ会社のビジ

ネスに対応した技術をできる限り

早くIP（ Intellectual Proper-

ty）として開発し，北米市場に投

入していきます．開発したIPはモ

ジュール化しグローバル展開して

いく予定です．

④ グループとしての差異化の源

泉：NTTグループの強みの１つは

R&Dと考えています．今回の北

米拠点開設はNTTにとってR&D

を成長させる大きな第一歩であり，

持株会社の研究所における基盤的

研究開発とも連携を図りながら，

北米でしかできない応用研究開発

をマーケットニーズに基づき進め

ることで差異化力を高めていきた

いと考えています．またこれまで

は，NTTグループ各社はそれぞれ

のビジョンの下にサービス開発を

進めてきた部分もありましたが，

北米というマーケットでNTT I3に

よる応用研究開発の推進は，グ

ループコラボレーションやグループ

各社の相乗効果に貢献できるもの

と考えています．

NTT I3の研究開発の取り組み

NTT I3では，全世界で１万を超え

る法人顧客からの要望を踏まえ，革新

的なサービスの開発，優れたオペレー

ションの提供といった観点から，クラ

ウド，セキュリティ，モビリティ，オ

ペレーションについてIPの開発を進め

ていきます（図４）．

当面は，セキュリティとクラウドか

ら開発を進めていきます．具体的な取

り組みは以下のとおりです．

■セキュリティ

脅威と脆弱性の変化，法制度，社

会的要請の変化，ステークホルダーな

どの影響により，セキュリティ対策・

分析・マネジメントは変化しています．

NTTグループでは，コンサルティング，

オペレーション，プラットフォームを

トータルで提供するマネージドセキュリ

ティサービスを提供することで，世界

最大級のセキュリティインテグレータ

として不動の地位を確立していくこと

を目指しています．

このため，NTT I3では，グループ会

社のセキュリティビジネス強化のため

のグローバル・セキュリティプラット

フォーム構築を図っていきます．具体

的には脅威分析基盤（Deep securi-

ty analysis platform），脅威情報や

脆弱性情報の配信の基盤（NTT

Global Security Intelligence）等

の開発を進めていく予定です（図５）．

また， NTT I3では， NTT-CERT

（Computer Security Incident Re-

sponse and Readiness Coordina-

tion Team） や 世 界 中 の CSIRT

（Computer Security Incident Re-

sponse Team）組織と連携したセ

キュリティインテリジェンスの分析を長

く行ってきました．この取り組みを活

かして，先進セキュリティ技術のR&D

を進めていきます．これらの取り組み

は本特集記事『NTT I 3におけるセ

キュリティオペレーション強化の取り

組み』をご覧ください．

■クラウド

NTTグループのクラウドの強みの１

つは幅広くサービスを提供しているこ

とです．例えば，NTTグループは，ク

ラウド移行の計画，移行の実行，移行

後の運用までの，ライフサイクル全体

グローバルクラウドサービスの積極展開を目指す北米研究開発拠点

NTT技術ジャーナル 2013.810

図４　NTT I3の研究開発の取り組み 
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でお客さまをサポートするサービスをそ

ろえています．また，我々のサービス

は，アプリケーション，クラウドプラッ

トフォーム，ネットワークというすべて

のレイヤをカバーしています．もう１つ

の強みは，R&D部門を持っているこ

とです．これらの強みを活かしていく

NTTグループの戦略のもとで，NTT I3

は，幅広く提供されているサービスの

シナジーを引き出すようなIP開発を進

めていきます（図６）．

現在，取り組んでいるテーマは大き

く３つです．１番目は，クラウドの移

行支援技術（マイグレーション技術）

です．特に，マイグレーション時の障

壁低減や性能の安定性向上といった

効果を目指して，これらの技術に取

り組んでいます．２番目は，クラウド

運用のためのビッグデータ分析技術で

す．この技術は，NTTのクラウドサー

ビスにおける運用力向上に寄与しま

す．例えば，クラウドのインフラに生

じた性能ボトルネックを迅速，的確に

突き止めることを可能とします．３番

目は，クラウドのためのネットワーク

技術やストレージ技術です．特に，ネッ

トワーク技術については，NTTのよ

うなサービスプロバイダが差異化サー

ビスを創出するための重要技術である

SDNに積極的に取り組んでいます．

具体的な取り組みとして，SDNの事

例を本特集記事『NTT I 3における

ネットワーキング，SDNの展望』で

紹介します．

このような研究開発を通じて，NTT

I3は，北米マーケットでのNTTグルー

プ会社のビジネス成長を目標としつつ，

米国で育てられ，認知され，将来的に

新興国，さらには日本へと成果を展開

できればと考えています．

図５　セキュリティの取り組み 
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図６　クラウドの取り組み 
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