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－NTTデータは、コストと納期短縮の両面からオフ

ショア開発を積極的に推進されています。その礎石と

なったのが北京NTTデータ（BND；Beijing NTT

DATA Systems Integration Co., Ltd.）だと思います。

改めてBNDグループの概要からお聞かせください。

玉置 BNDは、中国郵便貯金システムの開発・保守を行

うことを目的に、NTTデータの海外子会社として1998年

に設立されました。現在はNTTデータの100％子会社で

す。中国に北京本社と子会社の天津NTTデータ（TND）

があり、日本法人の北京NTTデータジャパン（BNDJ）

と合わせ、現在約760名からなるBNDグループを構成し

ていますが、2012年には現在の倍の陣容に拡大すること

を目指しています。会社設立の翌年、対日オフショア開

発事業を開始し、2003年にはオフショア開発を円滑に進

めるために日本にブリッジ・コーディネーター機能とSI

ビジネスの受注活動を展開することを目的に北京NTTデ

ータジャパンを設立しました。そして2008年には、

COBOLやPL/1を中心としたレガシー系システム

開発を得意とする天津支店を子会社化し、天津

NTTデータを設立しました。

－BNDJの具体的な役割をお聞かせください。

玉置 BNDJの役割の大部分は、日本国内のお客

様への営業活動とお客様の開発拠点にブリッジ

SEを派遣し、開発のお手伝いをすることです。

BNDグループの売上の内、中国国内向けSIと中

国市場に関する調査業務が数％で、98％は日本

向けのソフ

トウェア開

発ですので、

BNDJが日本

で営業活動

を行ってい

ます。

－TNDは、レガシー系エンジニアが多いのですか。

玉置 天津NTTデータは潜在的な需要のあるメインフ

レームの更改や機能追加などの案件に対応できる人材

NTTデータにおけるオフショア開発の礎石としての役割を果たしてきた北京NTT DATA
系統集成有限公司（以下、BND）。対日オフショア開発事業の開始からすでに11年目を
迎え、さらなる事業規模の拡大と事業領域の拡大を目指すBNDグループの概要と中期経
営計画について、玉置政一総経理（CEO）にうかがった。

3つの基本方針を柱に事業規模／
事業領域の拡大を目指す

北京NTT DATA系統集成有限公司　総経理
天津NTT DATA有限公司　董事長

㈱北京NTTデータジャパン　代表取締役社長

玉置　政一氏

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010

北京NTTデータ設立 
対日オフショア開発の開始（5人からスタート） 

オフショア体制の本格整備（50人） 
東京事務所設立－オフショアサポートの立ち上げ 

CMM2達成－管理プロセスの強化 
北京NTTデータジャパン法人化－CMM3達成 

150人体制を突破－開発パワーの拡大 
CMMI3達成－管理プロセス実践の確認 

CMMI4達成 
天津分公司設立/COBOL開発体制の設立 

天津子会社化/680人体制 
上海支店独立 

欧米開発部設立（済） 
ISO27001取得（済） 
900人体制へ 

CMMI4の証明書： 

図1-2 北京NTTデータグループの対日オフショア開発の歴史
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北京NTTデータジャパン（日本法人・SE派遣/営業） 
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図1-1 北京NTTデータグループの拠点と要員数

―NTTデータは、コストと納期短縮の両面からオフショ

ア開発を積極的に推進されています。その礎石となった

のが北京 NTTデータ（BND； Beijing NTT DATA

Systems Integration Co., Ltd.）だと思います。改めて

BNDグループの概要からお聞かせください。

―BNDJの具体的な役割をお聞かせください。

―TNDは、レガシー系エンジニアが多いのですか。

インタビュー 

年余の歴史・実績を踏まえ、高品質な 
対日オフショア開発の最重要拠点に 
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リソースを中国側に持つことを狙いに設立しました。

このため、すでにCOBOL人材、PL/1人材を100名以

上育成しており、現在、180名強の要員のうち、半分程

度がメインフレーム系の開発に従事しています。

－今年から始まった2012年までの中期経営計画の基

本的な方針をお聞かせください。

玉置 前中期経営計画（2007年～2009年）では、社員数

を３倍、売上を３倍に伸ばすという事業規模の拡大目標

を掲げ、これを実現しました。2012年までの今中期では、

事業規模拡大（売上２倍、社員数２倍）に加え、事業領

域の拡大を目指し、図1-3に示した３つを基本方針として

取り組んでいきます。BNDグループの特徴として、社員

の個人都合による離職率が５％台（2009年）ということ

で、年間平均離職率が15～20％といわれる中国のソフト

業界にあっては異例の低さにある点があげられます。結

果として中核となる要員が育っており、現在、プログラ

マ要員に対して、日本語対応可能なPM（プロジェクトマ

ネジャー）＋SL（サブリーダ）の要員が1:1の割合であり、

製造工程だけでなく設計工程、試験工程に対応できる要

員構成となっています。これだけPMやSLの割合が多い

対日オフショア開発企業は少ないと思います。

最近の典型的な開発形態は、中国側要員が設計工程

から参画し、お客様と一緒に検討して設計書を書かせ

ていただき、そのメンバーが仕様を理解したうえで中

国に戻って、自分の下に部下をつけて製造するという

形態です。こういった要員構成の特徴を活かしながら、

既存のオフショア領域に加え、上流工程・コア業務領

域、維持運用領域、COBOL系領域の３つの領域をさら

に強化することで、「オフショアビジネスの継続的な拡

大」を目指すというのが１つ目の方針です。

－低離職率の要因は、どこにあるとお考えですか。

玉置 正確な分析は難しいのですが、NTTもしくは

NTTデータのブランド力、BNDの成長性、充実した研

修カリキュラム、福利厚生の手厚さだと思います。

特に研修については、ソフトウェア技術研修、日本

語研修だけでなく、PM力強化研修、管理職研修なども

実施しており、このように人材育成に力を入れている

ことも理由になっていると思います。

－他の2つの具体的な取組み方針をお聞かせくださ

玉置 「オフショアビジネスの質の向上」に向けた具

体的な取組みの詳細については、BNDグループの開発

責任者であるBNDの樊副総経理が後続頁で説明します

が、プロジェクト管理やセキュリティの強化、自動化

による生産性向上、開発技術力及びコミュニケーショ

ン力の強化に向けた人材育成に注力しています。私ど

もは品質向上に向けたプロセス改善を継続的に進めて

おり、2006年にCMMI（Ver.1.1）のレベル4を取得し、

現在はVer.1.2のレベル４取得に向けて取り組んでいま

す。またセキュリティについては、NTTデータグルー

プのセキュリティポリシーを遵守することに加え、

2010年３月に独自にISO27001を取得しました。

３つ目の「新たな事業の基盤作り」として、対日だけ

でなく対欧米オフショア開発の推進を加速することに加

え、中国国内ビジネスの拡大に向けた基盤作りに注力し

ています。特に対欧米オフショア開発については、2010

年1月にBND内部に欧米開発部を設置し、NTTデータグ

ループのCirquent社やRevere社といった欧米でSIビジネ

スを展開しているグループ会社との連携を中心に、今年

から積極的な取組みを開始しました。将来的には、BNDJ

と同様の役割を果たす現地法人を設立したいと考えてい

ます。また、中国国内向けビジネスについては、NTTデ

ータグループの一員として、中国国内ビジネスの立ち上

げに積極的にチャレンジしていきたいと考えています。

－本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）
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オフショアビジネスの 
継続的な拡大 

3年後2倍、年20～30％成長 

中国国内ビジネス、対欧米オフショア CMMIレベル4（ver1.2）取得 
自動化対応、セキュリティ強化 

新たな事業の基盤作り オフショアビジネスの 
質の向上 

図1-3 中期経営計画の基本方針
―今年から始まった2012年までの中期経営計画の基本的

な方針をお聞かせください。

―低離職率の要因は、どこにあるとお考えですか。

―他の2つの具体的な取組み方針をお聞かせください。

―本日は有り難うございました。

中期は、オフショアビジネスの継続的な拡大、
質の向上、新たな事業の基盤作りに注力 

今 
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2012年までの今中期、オフショアビジネスの継続的な

拡大、オフショアビジネスの質の向上、新たな事業の基

盤作りの３つの基本方針に則して、事業規模拡大と事業

領域の拡大を目指すBNDグループ。オフショアビジネ

スの継続的拡大及び品質向上に向けたアプローチの基本

方針について、BNDグループの開発責任者であるBND

の樊省相副総経理は、次のように述べている。

「私どもは、日本の優良ソフトハウスと同等の感覚で

ご発注いただけるオフショア開発パートナーを目指し、

プロジェクト管理力、開発技術力、コミュニケーショ

ン力、セキュリティ管理、プラスαの更なる価値の提

供の5つを基本方針として施策に取り組んでいます。」

以下では、品質向上に向けたプロジェクト管理、開発

技術力、コミュニケーシ

ョン力、セキュリティ管

理の４つの強化施策の概

要を紹介する。

ばらつきのないプロジ

ェクト管理の実施と、マ

ネジメント力の向上に向

けた取組みとして、PMO

（プロジェクトマネジメントオフィス）を設置し、品質管

理プロセス、開発標準プロセス、工程管理プロセスの強

化に加え、社内基準により選定されたPMによる現場管理

を基軸にしたプロジェクト管理の強化を図っている。

品質管理プロセスに関してBNDグループでは現在、

CMMI（Ver.1.2）のレベル4の取得を目指

し、品質向上に向けたプロセス改善を進め

るとともに、NTTデータグループの品質管

理ツールである「PMワークベンチ」も積

極的に活用している。開発標準プロセスに

ついては、NTTデータの開発標準である

STEAD（汎用機）、CSS標準（オープンシ

ステム）、TERASOLUNAに加え、CMMI

の論理に基づいたBND独自のオフショアに

適した全社標準プロセス（N S S P ：

BEIJING NTT DATA Standard Software

Process）を基礎にして、顧客企業の開発プ

ロセスの取り込み実施も可能にしている。

図2-2にNSSPの構成を示すが、BNDグル

北京NTTデータ（BND）グループは、優良なオフショア開発パートナーを目指し、5つの強化施策（プロジェクト管理力、
開発技術力、コミュニケーション力、セキュリティ管理、更なる価値の提供）を展開している。ここでは品質向上に向けた
BNDグループの取組みを紹介する。

プロジェクト管理力、コミュニケーション力、
セキュリティ管理の強化施策を展開

品質向上に向けた取組み 

［北京NTTデータのアプローチ］ 

［目指す姿］ 
日本の優良ソフトハウスと同等の感覚でご発注いただける開発パートナー 日本の優良ソフトハウスと同等の感覚でご発注いただける開発パートナー 

パートナーシップ、安心、更なる価値の提供 

ばらつきの無いプロジェクトマネジメントの実施と、 
マネジメント力のアップに向けたアプローチ 

コミュニケーション力 開発技術力 

セキュリティ管理 

プラスα 

プロジェクト管理力 

安心してご発注できるためのセキュリティへの取組み 

必要分野における技術力の確保と維持 オフショア開発成功の鍵となる意志疎通の実現 

図2-1 オフショア開発パートナーとしての北京NTTデータの方針

北京NTT DATA系統集成有限公司
副総経理　

天津NTT DATA有限公司　総経理

樊省相氏
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ープでは、PMがNSSPを容易に利用できるように、プ

ロジェクト管理のノウハウをインデックス化している。

また、工程管理プロセスの強化に関連して、米国PMI

認定PMPの資格取得を推進するとともに、プロジェクト

マネジメントスキルの教育を実施している。「既に約70名

がPMP資格を取得しています。」（樊副総経理）

NTTデータグループの開発ではTERASOLUNAや

intra-martに関する技術が開発者に要求されるが、

BNDグループでは継続的に育成を実施し、多数の技術

者を擁する。また、特に天津NTTデータ（TND）では

COBOLの技術者育成にも力を入れている。

オフショア開発成功の鍵は、意思疎通にあるといっ

ても過言ではない。樊副総経理は、「単なる会話のレベ

ルを超え、意図を理解することが最も重要だと考えて

います」としたうえで、「定評のあるBND社員の日本

語力は、徹底した日本語教育だけではありません。日

本語を話せることは入口です。私たちは、積極的な日

本語へのアプローチと実践のノウハウにより、コミュ

ニケーション力の強化を図っています」と胸を張る。

BNDでは、すべての新入社員は入社後３カ月以内に

日本語の仕様書・設計書の読解が行えるレベルへの到

達を義務化しており、入社３カ月以内にプロジェクト

に実践配置される。また、入社年数、能力に応じた日

本語訓練を実施。日本語実践力向上のため、若手SEに

６カ月間のWeb研修を受講させ、その能力を伸ばすこ

とを支援。BNDでは、PMレベルは日本語検定試験1級

相当、SEレベルは2級相当の実力が基準となっている。

また、作業環境は全てのSEの端末は日本語OSであ

り、打ち合わせやレビューは全て日本語で実施、納品

するドキュメント類もSE自ら日本語で記述している。

BNDは、NTTデータグループのセキュリティポリシ

ー遵守に加え、独自にセキュリティ確保に向けた取組

みを推進、2010年3月にISO27001認証を取得した。

樊副総経理は、「私どもは、お客様に安心してオフシ

ョア開発をしていただくために、インフラセキュリテ

ィについては、外部からの侵入、内部からの不正利用

を防ぐ仕組みを構築。また、物理的なインフラ対策と

して、厳格な入退室管理、プロジェクトの個室化など

により、高いレベルのセキュアなオフショア環境を実

現している。また、徹底的なセキュリティ教育に加え、

定期的な監査による更なる改善も実施しています」と

述べている。
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第一層 

第二層 

方針 

ソフトウェアプロセス 
規定/標準/実施要項 

ガイドライン/標準/テンプレート 
/チェックリスト 

開発管理の目標と基本要求 
要件管理、プロジェクト計画、プロジェク
ト管理、外部委託管理、構成管理、品質保
証、ペアレビュー等を含む 

方針を達成するプロセス（方法と手順） 
各プロセスの“開始/完了条件、役割と職
責、タスク、成果物”などの要求の明確化 

ガイドライン、標準、実用なテンプ 
レートとチェックリストなど 
構成管理ツール説明書、コーティング規約、
メトリクス標準、プロジェクト計画書のテンプ
レート、変更管理表のテンプレート、リリース
チェックリスト、品質監査チェックリストなど 

第三層 

各
フ
ロ
ア
へ
の
入
室
ゲ
ー
ト 

開
発
ル
ー
ム
へ
の
入
室
ゲ
ー
ト 

入
室
ゲ
ー
ト（
非
接
触
カ
ー
ド
） 

監
視
カ
メ
ラ 

30席単位での柔軟な個室化が可能 

図2-3 セキュリティ強化例

図2-2 全社標準プロセス（NSSP）の構成
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対日オフショア開発事業の拡大するBNDの100％子

会社として、2003年７月に設立された北京NTTデータ

ジャパン（BNDJ）。同社は、高いコミュニケーション

力を有するブリッジ・コーディネーター機能を最大限

活かし、顧客企業が日本の優良ソフトハウスと同等の

感覚で発注できるように、オフショアを意識させない、

高品質で低コストのサービスを展開している。BNDJの

主な役割について、営業担当の葛健豪取締役は次のよ

うに述べている。

「BNDJは約100名の陣容で、主にBNDグループの日

本における営業機能と、お客様へのブリッジSE及び業

務SEの派遣業務を展開しています。９割以上が日本向

けのビジネスで、そのほとんどがNTTデータ及びNTT

データグループ関連の仕事です。一部、ITベンダやエ

ンドユーザー様からの仕事も行っています。」

BNDグループの対日オフショア開発の特徴として、当

初の製造工程中心から最近では、顧客企業からの要望も

あって、要件定義（BI）

や外部設計（BD）、内部

設計（DD）段階からの

参画が8割を占めており、

製造後の運用テスト

（OT）までのトータルサ

ービスを展開していると

いう点があげられる。

「数年前から、上流工

程からの参画が増加して

います。弊社のブリッジSEと中国側SEが日本での設計

チームに参画し、仕様検討・設計書作成・開発検討を行

い、中国側SE統括のもとで中国にてプログラム製造及び

プログラムモジュール試験を行った後、日本と中国で試

験を行います。この間、弊社のブリッジSEは、お客様の

プロジェクト管理業務の支援をさせていただきます。で

すから、ブリッジSEには、優れた業務ノウハウに加え、

高いプロジェクト管理能力が要求されます。私どもでは、

例えば金融系であれば生命保険や銀行業務、決済業務、

インターネットバンキングといった、業務に特化した要

員育成に以前から注力してきており、ようやく上流工程

への参画が可能になりました。」（葛取締役）

BNDJでは、既存の設計書・ソースを活用したレガシ

ーマイグレーションサービスも展開している。これは、

NTTデータの技術開発本部及び基盤システム事業本部

と協力しながら進めているサービスである。

図3-2に示すように、各種ツールを用いたレガシーシス

テムの調査から、新システムへの移行までを行うトータ

ルサービスだ。レガシーマイグレーションサービスの展

開にあたって、BNDグループ内にCOBOLやPL/1を中心

北京NTTデータ（BND）の対日オフショア開発を円滑に進めるためのブリッジ・コ－ディネーター機能を果たすとともに、
日本での営業活動を展開するために、BNDの100％出資子会社として2003年に設立された北京NTTデータジャパン（BNDJ）
の取組みを紹介する。

オフショア開発の領域拡大、マイグレーション、
AMO/BPO、中国ビジネス支援に注力

北京NTTデータジャパンの取組み 
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としたレガシー系システム開発を得意とする天津NTTデ

ータ（TND）があるのも大きな強みといえる。

開発以外のサービスとしてBNDJは、顧客企業からの

コスト削減要請を受け、オフショアを活用したアプリケ

ーション保守サービスであるAMO（アプリケーションマ

ネジメントアウトソーシング）サービスも展開している。

アプリケーション開発が完了した後の維持・メンテナン

スにかかるコストは馬鹿にならない。

「私どもは、自社開発に限らず、他社が開発

したシステムをAMOサービスとして受け取

り、アプリケーションの維持・メンテナンス

コストを削減します。図3-3に示すようなプロ

セスで、BNDJが事前調査を実施し、オフシ

ョアにおいて分析フェーズ・KT（業務ノウハ

ウ移行）・運用フェーズを段階的に行います。

AMOサービスには、オンサイトオペレーショ

ンが必要になりますが、NTTデータ・BND

グループによるオンサイト体制とオフショア

体制を組み合わせた共同体制のデリバリーモ

デルによって、オンサイトオペレーションの

課題を解決しています。すでに複数社に対し

てAMOサービスを提供しており、お客様からはコスト面

を含め、高い評価をいただいています。」（葛取締役）

なお、分析フェーズにおいては、前述のマイグレー

ションサービスで活用しているツールを用いて、さら

なる効率化を実現する取組みも行っている。

また、AMOサービスに加えて、オフショアを活用し

てシステムの運用監視やQ&A及びヘルプデスクへの対

応、さらには煩雑・大量の事務処理や定型業務などを

行うBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）サー

ビスも展開している。

NTTデータはもちろん国内企業のグローバ

ル展開が加速しているが、BNDJでは、顧客

企業の対中国ビジネスの支援も行っている。

具体的には、市場性や類似製品、競争者の調

査や現地の法律・規制の調査といった中国で

の調査業務に加え、現地企業への提案及び営

業支援、さらには現地技術者を活用した現地

での開発及び運用支援も行っている。
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