
    

2016年６月６日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

ＮＴＴセキュリティ株式会社の設立について 

 

 

 

 当社は、2016年６月６日開催の取締役会において、セキュリティ専門会社として NTTセキュリ

ティ株式会社を設立し、NTT Com Security、Solutionary、Dimension Data、NTT Innovation 

Institute、NTTコミュニケーションズの高度分析基盤、セキュリティ脅威情報、セキュリティ専

門技術を集約することを決議いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。 

 なお、当社の当期連結業績への影響は軽微であります。 

 

 

 
会社名     日本電信電話株式会社 

代表者氏名   代表取締役社長 鵜浦 博夫 

（コード番号9432  東証第一部） 



（報道発表資料） 
2016 年 6 月 6 日 

日本電信電話株式会社 

ＮＴＴセキュリティ株式会社の設立について 

 
日本電信電話株式会社（代表取締役社長：鵜浦 博夫、本社：東京都千代田区、以下：NTT）

は、セキュリティ専門会社として NTT セキュリティ株式会社を設立し、NTT Com Security、
Solutionary、Dimension Data、NTT Innovation Institute, NTT コミュニケーションズ

の高度分析基盤、セキュリティ脅威情報、セキュリティ専門技術を集約します。 

NTT セキュリティは、NTT グループの事業会社を通じて、マネージド・セキュリティ・

サービス（MSS）およびセキュリティ専門技術によるコンサルティングをワールドワイド

に提供します。NTT は、セキュリティサービスへの積極的な投資をグローバルで推進し、

お客様のセキュリティ管理ライフサイクル全体をサポートするサービスを開発していきま

す。Dimension Data、NTT コミュニケーションズ、NTT データをはじめとした NTT グル

ープの事業会社は、NTT セキュリティが提供する先進的な技術とサービスを組み込んだト

ータルソリューションをグローバルに提供していきます。 

 



NTT セキュリティ会社概要 

(1) 会社名  ： NTT セキュリティ株式会社 
(2) 本社所在地 ： 東京都 
(3) 資本金  ： 255 億円 
(4) 株主構成 ： 日本電信電話株式会社 100% 
(5) 代表者  ： 澤田純（日本電信電話株式会社 代表取締役副社長） 
(6) 従業員数 ： 約 1,300 人 
(7) スケジュール ： 2016 年 8 月 1 日 事業開始 
(8) 事業概要 ： セキュリティ専門サービスの開発および提供 

         （コンサルティング、マネージド・セキュリティ・ 
          サービス(MSS)、脅威情報分析） 

グローバル本社および 4 つの地域事業本部（米国、欧州、アジア太平洋地域、日本）を

設置し、地域と機能に基づくマトリックス組織により、グローバル・インテグレーションと

地域固有のお客様ニーズへの的確な対応を両立していきます。 

 

 

 



なお、経営体制は以下を予定しています。 

グローバル本社 

代表取締役社長、最高経営責任者 
(CEO, Chief Executive Officer) 

澤田 純 
(NTT 代表取締役副社長) 

取締役、最高業務執行責任者 
(COO, Chief Operating Officer) 

Frank Brandenburg 
(CEO, NTT Com Security) 

取締役、最高総務責任者 
(CAO, Chief Administrative Officer)、 
最高コンプライアンス責任者 
(CCO, Chief Compliance Officer) 

与沢和紀 
(NTT コミュニケーションズ 経営

企画部 マネージドセキュリティ

サービス推進室長) 

取締役、最高財務責任者 
(CFO, Chief Financial Officer) 

Martin Naughalty 
(CFO, NTT Com Security) 

取締役、最高技術責任者 
(CTO, Chief Technology Officer) 

Mike Hrabik 
(President & CTO, Solutionary) 

取締役 奥野恒久 
(NTT 取締役 グローバルビジネス

推進室長) 

取締役 大久保一彦 
(NTT サービスイノベーション総合

研究所 セキュアプラットフォーム

研究所 主席研究員) 

取締役 服部明利 
(NTT グローバルビジネス推進室 
担当部長) 

 

地域事業本部 

米国事業本部 CEO 
(USA Region CEO) 

Steve Idelman* 
(CEO, Solutionary) 

米国事業本部 本部長、COO 
(USA President & COO) 

Mike Hrabik 
(President & CTO, Solutionary) 



欧州事業本部 CEO 
(Europe CEO) 

Frank Brandenburg 
(CEO, NTT Com Security) 

アジア太平洋事業本部 CEO 
(APAC CEO) 

Martin Schlatter 
(Director Security Services, 
Dimension Data) 

日本事業本部 CEO 
(Japan CEO) 

与沢和紀 
(NTT コミュニケーションズ 経営

企画部 マネージドセキュリティ

サービス推進室長) 

 

*Steve Idelman の任期は 2016 年 12 月末とし、2017 年 1 月 1 日より Mike Hrabik が

米国事業本部 CEO に就任。 

 

（参考）各社の概要 

NTT Com Security 概要 

(1) 所在地： ドイツ イスマニング 
(2) 設立年： 1993 年 
(3) 代表者： Frank Brandenburg, CEO 
(4) 従業員数： 約 840 人 
(5) 事業概要：  

総合セキュリティソリューション・サービスの提供（機器の販売・保守、コンサル

ティング、マネージド・セキュリティ・サービス(MSS)等） 

〔NTT Com Security ホームページ〕 http://www.nttcomsecurity.com/ 

Solutionary 概要 

(1) 所在地： 米国 ネブラスカ州 
(2) 設立年： 2000 年 
(3) 代表者： Steve Idelman, CEO 
(4) 従業員数： 約 430 人 
(5) 事業概要：  

総合セキュリティソリューション・サービスの提供（コンサルティング、マネージ

ド・セキュリティ・サービス(MSS)等） 

http://www.nttvics.co.jp/corporate/index.html


〔Solutionary ホームページ〕 http://www.solutionary.com/ 

Dimension Data 概要 

(1) 所在地： 南アフリカ ヨハネスブルク 
(2) 設立年： 1983 年 
(3) 代表者： Brett Dawson, CEO 
(4) 従業員数： 約 30,000 人 
(5) 事業概要：  

世界 58 ヶ国での総合 IT ソリューション・サービスの提供（コンサルティング、IT
アウトソーシング、クラウドサービス、マネージド・サービス等） 

〔Dimension Data ホームページ〕 http://www.dimensiondata.com/ 

NTT Innovation Institute 概要 

(1) 所在地： 米国 カリフォルニア州 
(2) 設立年： 2013 年 
(3) 代表者： Nina Simosko, CEO 
(4) 従業員数： 約 40 人 
(5) 事業概要：セキュリティ分野・クラウド分野・次世代ネットワーク分野における研

究開発等 

〔NTT Innovation Institute ホームページ〕 http://www.ntti3.com/ 

 

本件に関するお問い合わせ先 
日本電信電話株式会社 グローバルビジネス推進室 渡瀬 
e-mail：junpei.watase.oo@hco.ntt.co.jp 

報道関係のお問い合わせ先 
日本電信電話株式会社 広報室 
e-mail：ntt-cnr-ml@hco.ntt.co.jp 

 

http://www.solutionary.com/
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