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ユーザを感動させるエポックメイキングなサービス創出への挑戦

EIPのミッション

昨年，NTTは新たな価値創造によ
るICT市 場 の 活 性 化 を 目 指 し て，
NTT東日本 ・ 西日本が世界初の「光
アクセスサービス卸」となる “光コラ
ボレーションモデル” を発表し，NTT
グループのビジネスモデルも従来の
B2CからB2B2Cへと変革しています．
このような中で，NTT R&Dも成果を
NTTグループだけではなく，多様な
プレイヤーの価値向上のために活用
し，新規ビジネス領域の開拓による
NTTグループの事業価値向上に貢献
していくことが求められています．
NTT R&Dにおいて，その役割を担う
ために2014年12月にNTTサービスエ
ボリューション研究所にコ ・ イノベー
ション推進プロジェクト（EIP）が発
足しました．2020年を見据え，光コラ
ボレーションとコ ・ イノベーションに
よる新サービス創出に向けたパート
ナー企業連携のための研究所横断的な
サービス系R&D戦略，ビジネスプロ
モーションの推進，ならびに大学との
組織的な共同研究，ベンチャーとの研
究成果の事業化の推進をミッションと
しています．

これまでの事業会社への技術営業

EIPの前身であるサービスプロモー
ションSEプロジェクトは事業会社の
一元窓口として，プロデューサ＊ 1 ，
研究所ならびに開発会社との相互連携
により研究成果の事業化を促進するた
め「技術営業（マーケティング）の強
化」を目指し（1），具体的には，以下の
3 つを主な活動として取り組んでき
ました．

・ 総合コンサルティング活動：事業
会社ごとに技術営業担当を設置，
研究成果を紹介しながら相互の連
携活動を推進

・ ソリューションビジネスプロデュー
ス活動：研究成果を有する研究
所，それを基に製品化する開発会
社，その製品を活用してサービス
提供する事業会社の三位一体によ
る事業化を推進

・ 大学連携活動：共同研究など，さま
ざまな大学と組織的な連携を推進

NTT R&Dでは，多様な研究開発
テーマを推進しており，これまでに事
業会社のサービスや事業会社の社内利
用，開発会社の商材として世に出てい
る研究成果が多々あります．一方で優
れた研究成果であっても残念ながらう

まく事業化できなかったものも少なく
ありません．しかし，パートナー企業
との連携により，新しい価値を見出し，
さらにその営業力や商品化力を活用す
ることで事業化に結び付く可能性があ
ります．

NTTグループを取り巻く環境の変
化をかんがみ，従来の活動を進化させ
るとともに，新しいサービス創出が期
待できるパートナー企業との早期連携
と新しい分野 ・ 領域での大学 ・ ベン
チャーとの共同研究 ・ 連携などにも取
り組む必要があります．

コ・イノベーションを牽引するため
の活動の進化

コ ・ イノベーションを牽引するうえ
で，EIPはNTT R&Dの窓としてNTT
の研究者も含むさまざまなプレイヤー

（企業 ・ 大学 ・ ベンチャーなど）から
頼られる存在であり続けることが重要
です．そのために，研究成果の次期事
業化をターゲットに外部パートナーと
の「出会い」と「気付き」をアシスト
し，NTTグループの将来事業につな

コ・イノベーション B2B2C 技術営業

＊１	 プロデューサ：NTT R&Dが持つ幅広い基盤
技術を市中技術と組み合わせ，さまざまな
企業や団体などとアライアンスを形成しな
がら新規サービスの創出を推進する責任者．

コ ・イノベーションの推進に向けて

NTTは，「バリューパートナー（Value Added Enabler）」として多様なプ
レイヤーとの新たなサービス創出を目指し，ビジネスモデルをB2Cから
B2B2Cへ変革しています．NTT R&Dもこれらのプレイヤーとの連携促進
の役割を担うために，NTTサービスエボリューション研究所にコ・イノベー
ション推進プロジェクト（EIP）を発足し，活動を推進しています．
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がるR&D活動を促進していきます．
EIPの提供価値は「出会い」「気付き」
のほかに，「つくり」「実行」「仕込み」
の 5 つと考えます（図 1 ）．ここでは，
外部パートナーへの認知と関係構築を
するための「出会い」，発想が生まれ
る場づくりや技術調査 ・ 発掘のための

「気付き」，事業化推進のための「つく
り」について紹介します．

■「出会い」：プロモーション活動
の進化
プロモーション活動では，各組織間で

の情報交流の場となる研究所の技術内
覧会の企画・運営に取り組んでいます．
注力するいくつかの展示項目について
は，単なる技術紹介だけではなく，ビ
ジネス・モデル・キャンパス（BMC）＊2

を活用することで，当該技術による
サービスをイメージしやすくする工夫
を施し，参加者からも好評を得ること

ができました．今後は，BMCのほか
に研究成果を補完する外部技術も加え
た利用シーン紹介へと変化させ，本内
覧会を情報交流から事業化提案の場へ
と進化させます．また，技術提案の資
料にもBMCを取り入れ，より効果的
な技術営業を目指します．

さらに，事業会社や開発会社ととも
にビジネス創出の可能性を探る合同見
学 ・ 意見交換会の企画 ・ 運営に取り組
んでいます．例えば，農業分野をテー
マとし，関連する研究成果を紹介する
機会を設けることで，具体的な提案に
つなげています．同じ業界を担当する
各社横通しの活動を活性化するため
に，ほかの分野やテーマでも企画 ・ 実
施していく予定です．
■「気付き」：コ ・イノベーション
に向けた新たな活動と大学連携
活動の進化
パートナー企業とともに，①NTT

の研究成果をパートナー企業の視点で
理解しやすく提示，②彼らのサービス
リソースをベースにビジネスアイデア
を創出，③それに合わせてNTTの研究
成果を適応させることで，新しいサー
ビスの具体的なアイデアを創出する
ワークショップ形式の「価値共創プロ
ジェクト」に取り組んでいます（図 2 ）．

本プロジェクトでは，まずパート
ナー企業にNTTの研究成果を活用し
た将来像のビデオを見て，体感しても
らいます．そのうえで，サービス利用
シーンを想定した典型的なユーザモデ
ルを作成し，それをベースとした技術
紹介をEIPが実施します．これにより
NTTの研究成果が技術視点でなく，
ユーザモデルベースとなり，パート
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図 1 　EIPの 5 つの提供価値

[step1]
トライアル用可視化
[step1’]
コ・イノベーション
ハッカソンの実施

サービスコンセプト創出
（アイデア実現可能性×可視化）

価値共創
（パートナー課題×研究所技術）

コ・イノベーショントライアル
（パートナー技術×開発用プラットフォーム提供）

A．サービス
コンセプト創出a

[step1]
企画関係者合意形成
[step2]
設定テーマ課題収集
[step3]
アイデアソン実施

B．可視化

[step1]
利用できるエンジン選定
[step2]
早期の可視化
[step2’]
研究所内ハッカソンの
実施

C．サービス
コンセプト提案

[step1]
将来イメージ提示
[step2]
シーン別利用方法提示
[step3]
パートナー感想ヒアリング

D．機会発見WS

[step1]
パートナーのリソース抽出
[step2]
パートナーのリソースを
使ったWhatブレスト
[step3]
研究所リソースを使った
Howブレスト

E．プロジェクト
立ち上げ

[step1]
サービスコンセプト設定
[step2]
技術実現性・ビジネス
実現性検証
[step3]
トライアル設計・準備

F．トライアル実施

図 2 　価値共創プロジェクトのフロー

＊２	 BMC：9つの構築ブロック（顧客セグメント，
顧客との関係，チャネル，価値提供，主要
活動，リソース，パートナー，収益の流れ，
コスト構造）からなるビジネスモデルを描
くツールの総称．
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ナー企業がユーザ視点，かつ彼らの世
界観でサービス利用シーンを想定でき
ます．さらに最新のNTTの研究成果
を体感できるため，パートナー企業に
将来への期待も併せて理解してもらう
ことができます．その後，サービスリ
ソースをベースにした新しいサービス
アイデア創出ブレーンストーミング

（Whatブレスト）と，そこで考案され
た新サービスアイデアを事業会社およ
びNTT R&Dのリソースも掛け合わせ
ることで実現方法を考えるブレーンス
トーミング（Howブレスト）を実施し
ます．

以上のようなワークショップ形式の
プロジェクトを繰り返すことにより，
NTTの研究成果を活かした新サービ
ス創出だけでなく，パートナー企業と
の早期連携や新サービスの事業化推進
につながるようにしていきます．

一方，これまでの大学連携活動は，
大学の研究テーマとのマッチングによ
り，研究成果を補完するための共同研
究を主体としていました．2020年を
見据え，共同研究だけでなく，大学の
ハブ機能をさらに活用して，その先に

いる他大学 ・ 研究機関や大学発ベン
チャーを含むさまざまな業種の企業と
特徴ある連携を模索し，幅広い研究成
果の事業化推進を目指します．
■「つくり」：事業化活動の進化

パートナー企業との連携を推進する
うえでは，それらの事業状況を分析，
事業課題を見出し，その課題解決に向
けた研究成果や開発商材を戦略的に技
術営業することが不可欠なので，アカ
ウントプランを作成し，活動の重点化
に取り組んでいます．目標を明確化し，
その活動の見える化と担当全体の技術
営業力の底上げをねらって，各活動
フェーズを意識した案件管理とその分
析を実施しています．分析では，案件
数だけでなく，フェーズ分析なども加
えることで，とるべきアクションが明
確となり，事業化の確度向上が期待で
きます（図 3 ）．その結果，いくつか
の研究成果が事業化に実を結びつつあ
ります．さらに，パートナー企業との
効果的な連携推進のためには，キー
パーソンや活動状況をタイムリーに情
報共有する基盤が必要です．過去の交
渉履歴や，案件の進捗状況，その活動

を通じて入手した重要な情報などを共
有するためのセールス・フォース・オー
トメーション（SFA）を導入し，効率的
な技術営業活動を推進しています．

以上のように，「出会い」「気付き」「つ
くり」を通じて，研究成果の広範な認知，
研究開発や事業化活動の活性化に寄与
し，NTT R&Dも含むさまざまなプレイ
ヤーにワンストップで対応します．

今後の展開

EIPは，2020年を見据え，事業化を
ターゲットにさまざまなプレイヤーと
のコ ・ イノベーション活動を通じて，
NTTグループの将来事業につながる
R&D活動の推進役を担います．
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図 3 　事業化活動の進化
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EIPは，新規ビジネス領域の開拓のために
さまざまなプレイヤーとのコ ・ イノベー
ション活動を開始しました．NTT	R&Dを活
用して新たな価値創造に興味がある方は，
ぜひ，EIPに問合せください．

◆問い合わせ先
NTTサービスエボリューション研究所
 コ ・ イノベーション推進プロジェクト

TEL 0422-59-3436
FAX 0422-60-7855
E-mail　sugiyama.takeshi lab.ntt.co.jp


