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く分けて３つの課題を挙げた。

①開発期間の長期化

スピーディな対応が求められる中、

現状の開発では工程毎に人手による

レビューや検証が必要となり、シス

テム対応に時間を要してしまう。

②見える化の不十分さ

仕様書の記述がシステム開発に則

したものとなる傾向がみられ、ユー

ザー部門では要求仕様の判読が難し

く、ユーザー部門・システム部門間

の仕様共有が不十分になっている。

③仕様の共有による更なる品質向上

見える化が不十分であるため生じ

る、システム部門とユーザー部門と

の仕様の認識のズレや課題認識に齟

齬をなくすことで、作業の手戻りや

損害保険業界では、新たな商品へ

の対応や法改正への対応において、

これまで以上にスピードが求めら

れるが、従来型開発では難しい面が

多い。

NTTデータは、これまで10年以

上に渡り、クライアントである三井

住友海上と基幹系システムの開発、

保守に携わってきた。クライアント

固有のシステム環境に対する豊富な

知識、経験を生かし、クライアント

と一緒になって課題解決を目指した

先進的なソリューションの検討、導

入を進めた。

まずは現状課題を洗い出し、大き

システム開発を取り巻く課題は、

ビジネス要求とともに変化している

が、その中において、新規開発、更

改におけるソースコードの自動生成

などを行う「開発自動化」、保守・

運用におけるソースコードから設

計書の自動生成を行う「リエンジニ

アリング」技術は、開発工程の『自

動化』を可能とし、ユーザーニーズ

に応える大きな潮流へとなってきて

いる。

例えば、「開発自動化」は、コー

ド生成だけではなく、テストの自動

化を実現し、時間を要していた試験

工程の短縮につながる。また、「リ

エンジニアリング」における設計書

の自動生成は、稼働中システムと設

計書の乖離（設計書の陳腐化）や現

状把握のための対応の有用な手段と

なるほか、アジャイル開発などで設

計書を前もって作成しない場合に

ドキュメント化を実現する手段と

して注目を集めるなど、これまでの

開発手法や工程に変化を起こし始め

ている。

システム開発の現場では、加速するビジネス環境の変化に対応するために、開発期間の短縮化やシステムの可視化など求めら
れるものは多い。これらのお客様ニーズに応える手法の1つとして、開発自動化への期待は高く、自動化ツールの活用などが
活発化している。NTTデータ ライフサポート事業本部（以下、NTTデータ）では、ビジネス競争が激化し、ますますスピー
ディなシステム対応が求められている損害保険業界にある三井住友海上火災保険株式会社（以下、三井住友海上）で、BRMS
導入による開発効率化の取組みを行っている。

㈱NTTデータ　ライフサポート事業本部　保険・共済事業部

（左から）営業企画統括部　営業担当　渡邉みなみ氏／第四システム開発担当　課長　三木隆弘氏
第四システム開発担当　課長代理　山田弥生氏／営業企画統括部　営業担当主任　石井俊男氏

http://www.bcm.co.jp/


仕様検討漏れを削減し、品質向上に

つなげる。

現状課題への対応として、「期間

短縮」「見える化」「品質向上」を実

現するために、開発自動化手法

Business Rules Management

System（以下、BRMS）の導入の

検討を行った。

BRMSとは、アプリケーション

の業務ロジック部分を「ルール」と

して定義し、管理・実行するシステ

ム・プラットフォーム製品のことで

ある。ルールは業務ユーザーでも理

解可能な形式で記述でき、記述した

ルールはプログラムに自動変換さ

れ、アプリケーションから利用・実

行できる。業務ロジックの改修が必

要な場合は、ルール変更のみで迅速

に対応できる点がメリットである。

導入領域については、ロジックの

難易度とBRMSとの相性を勘案し

て、適用効果が最も高い業務を選定

し、BRMSの適用を実現した。

今回の場合は、新商品の追加や特

約変更に伴い、頻繁にシステム改修

が必要とされる、「保険の申し込み

内容チェック」と「保険証券への印

字文言の編集」の２つに適用範囲を

絞り込んだ。

BRMSの適用によって、業務に

則したルールの入力による「見える

化」と仕様への理解度も高まるため

「品質向上」へもつながる。また、

仕様書作成・レビュー工程、ソース

コード自動生成による製造・単体テ

スト工程の減少など、工程の効率化

とともに「期間短縮」の効果も高い。

BRMS製品の選定では、いくつ

かのソリューションを対象に比較検

討を行った結果、今回はCorticon

Studio を使用した。一番の決め手

となったのは、Excelのような画面

設計でクライアントの評価も高かっ

た『ユーザーインターフェースの分

かりやすさ』である。

またBRMS導入にあたり、リスク

軽減、高い効果を得るために、いくつ

か工夫を行っている。主なポイントと

しては、以下の３つとなる（図１）。

①ルール作成の標準化

ルール判別の複雑化と人による記

述のばらつきを防ぐため、ルール作

成規約を定め、標準化を図った。

②ルールファイルの一元化

Corticon Studio で生成される

「ルールファイル」を一元管理する

ため、ルールファイル管理システム

を構築した。

Ｒ ○ 

Ｒ ○ 

③ルールファイルのCOBOL化

COBOLホスト環境に合わせ、

Javaベースのソリューションであ

るCorticon Studio の生成するル

ールファイルをCOBOLソースに自

動生成する機能を構築した。

お客様のホスト環境に合わせた対

応により、既存システム資産を有効

活用できる方式を採用した。

これらの工夫により、導入リスク

を可能な限り低くした上で、高い効

果を得られる自動化の取組みを実現

している。

開発担当者は以下のように語る。

「お客様と一緒になって、課題解決

に向けた検討を進め、先進的で革新

的なシステム化を実現することがで

きた。当社方針“変える力を、とも

に生み出す。”を実現した取組みで

あり、今後もお客様のために更なる

効率化や活用を進めたい。」

Ｒ ○ 
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【ポイント2】 
ルールファイルを一元管理するため、 
ルールファイル管理システムを 

構築した。 

【ポイント１】 
ルール作成の規 
約を標準化した。 

【ポイント3】 
ルールファイルを 

COBOL化する仕組みを 
構築した。 

アウトプット 

図1 三井住友海上におけるBRMSの導入イメージ
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ノウハウを生かすとともに、同業他

社のユーザーを多く抱える強みを活

用した、標準化を含めた取組みで、

更なるBPOの進化を目指している。

NTTデータの持つBPOの強み

は、大きく３つ挙げることができる

（図１）。

① IT

OCR読み取り技術の応用等により

プロセスを自動化して作業そのものを

減らす、あるいは、画像等を分割・暗

号化することでセキュリティを保った

ままオフショアの低スキル者による処

理を可能とするなど、NTTデータの

コアコンピタンスであるIT技術をフ

ルに活用することで、BPOの効果を

さらに高めることができる。

②ベストショア

国内外に複数拠点を有し、ニアシ

で基幹業務とされてき

た業務の中でも、保険

契約の引受査定や支払

査定といった、まさに

本業そのものにかかわ

る中核業務を除き、そ

の前後にあるデータ入

力・点検のような周辺

業務を切り出し、BPO

を検討するという基幹

系BPOが本格的になっ

てきている。

NTTデータでは、基幹系システ

ムの構築を通して携わった業務効率

化への経験、実績などの蓄積された

グローバル化の進展、IT技術の進

化などを背景に、ビジネスにとって

コアでない業務機能を外部に委託す

るBPOは、あらゆる業態の企業にお

いてますます広がりを見せている。

「私たちのお客様である保険会社様

においても、少子高齢化と国内市場

の飽和、外資参入による競争激化等

を踏まえたコスト削減要求に加え、

先の震災をきっかけとした事業継続

（BCP）ニーズの高まり等を背景とし

て、特にBPOへの注目が高まってき

ています。」（菅田朋大課長）

また、何がコア（＝外部に出さな

い）業務なのか、という定義にも最

近では変化が見られ、従来保険会社

これまでも浸透・発展してきたBPO（Business Process Outsourcing）だが、NTTデータ 保険・共済事業部の考える保険
基幹業務でのBPOは、NTTデータならではの強みを生かし、さらに進化を遂げる取組みを行なっている。
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・スキルレベルの異なる 
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図1 BPOにおけるNTTデータの強み
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ョア、オフショアの状況に応じた最

適な組み合わせの実現（ベストショ

ア）が可能。オフショアの中でも技

術・コストレベルの異なる複数拠点

を持ち、状況に応じて使い分けるこ

とができる。

③共同化

複数のお客様から同種の業務を受

託して束ねる「共同BPO」は、単独

でのBPOを超えるさらなるコスト削

減の手段として有力である。しかし

ながらこのような共同ビジネスにつ

いては、アプローチや標準化などに

特有の課題・留意点があり、単独

BPOと比較して相当難易度は高くな

ると言える。NTTデータは地銀共同

システムをはじめ多数の共同化の実

績を持っており、この領域で十分な

ノウハウと業務経験を持っている。

これら３つのそれぞれ実績に基づ

く強みを武器に、NTTデータはお

客様の高まるBPOへの期待に応え、

さらに期待を超えるサービスを提供

していく考えである。

前述の強みを生かした保険業界の

BPOとして、NTTデータは大きく

２つの分野に注目している。

「ひとつは、個人保険分野におけ

る基幹業務のBPO（査定などの中

核業務を除く）。個人保険分野は業

務量も多く、保険会社様・当社の双

方にとってスケールによるコストメ

リットを出しやすい部分です。」（並

河悠介主任）

もちろんこの領域の業務は、それぞ

れの保険会社の中で既に事務センター

への集約や子会社への委託等により相

当の効率化が進んでいるところであ

り、かつ各社ごとに商品の差異も大き

いため共同BPOといった発想はなじ

みにくい部分といえる。しかし、先に

述べたようなNTTデータの強みであ

る「IT」と「ベストショア」を活用し

たアプローチにより、単独でのBPO

でもさらなる効率化は十分期待できる

と考えている（図２）。

「もうひとつは、各社ごとの差異

が少ない一部の商品において、複数

の保険会社様の業務を一括して受託

する共同BPOという考え方。たと

えば財形貯蓄を例にとると、この商

品は『勤労者財産形成促進法』とい

う法律で規制されていて会社ごとの

商品差異が少ないため、保険会社様

にとって『非競争領域』ともいえる

側面を持っており、付随する業務、

あるいはシステムの効率化のため

に、各社が単独で投資することがな

かなか難しい部分となっています。」

（並河主任）

このような領域においては、共同

BPOという発想が大きな効果を産

む可能性を秘めているとNTTデー

タは考える。商品差異が少ないため、

保険会社間で業務プロセス等の標準

化を比較的進めやすく、また、各社

単独では効率化への投資が難しい場

合でも、複数社を集めてNTTデー

タがとりまとめを行うことで効率化

の実現が可能となる。

先述のとおり、NTTデータはまさ

にこのような共同ビジネスを多数手

がけて実績を挙げてきており、これ

らのノウハウを活用することで、共

同BPOの分野でも保険会社の競争力

強化に貢献できると考えている。

お客様の事務の働き方を変えるた

め、更に進化を遂げるNTTデータ

のBPOへの取組みは続いている。
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図2 保険基幹BPOの受託イメージ
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