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方式技術、OSS、オフショアに注力し、
事業へのさらなる貢献を目指す
NTT データが全社施策として推進するイノベーションプランの核となる IT 基盤を担
う基盤システム事業本部。IT 基盤の COE（Center Of Excellence）として、全社最
適の IT 基盤整備、オープンソースソフトウェアの積極活用、Windows 系技術を用い
た次世代インフラ構築、次世代のオープンシステム基盤などに取り組む基盤システ
ム事業本部の最新の状況を、遠藤宏本部長にうかがった。
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いくかという視点で、これまで以上
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方式技術
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・基盤系ミッションクリティカルシステム
最適化

・ミッションクリティカル系IT基盤のオープン化
（PORTOMICS）

・MS、大規模イントラネット

・イントラネット基盤、仮想化基盤、
シンクライアント

・技術ノウハウの蓄積・流通

・ナレッジ流通基盤提供、技術問合せサービス

・人材育成

・ITアーキテクト、ITスペシャリスト育成

・
ＩＴ基盤のＣＯＥ、全社最適
・高度な専門サービスの提供

・IT基盤の標準化（システム基盤構築ソリューション:PRORIZE)
・開発方法論等
・基盤開発請負、高度SE
・プロフェッショナルサービス（性能、故障解析等）

う役割で活動してきたので、グルー
プ全体の IT 基盤を担うというミッ
ション自体は大きな変化はありませ
ん。ただし、「ソリューション＆テ
クノロジーカンパニー」という名称
には、「技術で NTT データグループ
の事業を支えていく」という強い想
いが込められていることから、私ど
も基盤システム事業本部としてはこ

基
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次世代基盤技術
開発推進室

・運用、セキュリティ、故障解析など厚み
を持って対応する布陣
・OSS開発からツール整備まで
・国際的なコミュニティへの参加
・強力な直営内製部隊
・基盤系パッケージビジネス

・
フルOSSの基盤プラットフォーム（システム基盤
等)
構築ソリューション:Prossione)
・OSS運用監視ツール（Hinemos等）
・OSSサポートサービス（Linaccident）
・北東アジアOSS推進フォーラム
・LinuxFoundation他各種コミュニティ活動、人材育成
・OSSによるミッションクリティカルシステムの開発請負
・検索ソリューション（Solr、splunk等）

※
オープンソース
開発センタ

オフショア
・海外グループ会社

・北京NTTデータ、無錫華夏計算機技術有限公司、
VertexSoftware

どうミートさせていくか」という観

・オフショアの全社推進

・海外発注推進事務局
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オープンソースソフトウェア（ＯＳＳ）

れまで以上に、「ビジネスに技術を
点で、事業運営の仕方も少し見直す

ＭＳ開発部

※

※企画部

図 基盤システム事業本部の取組み
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企画部から構成されています（図参

の提供など、運用、セキュリティ、

照）。

故障解析を含め強力なラインナップ

上と量的拡大を図るために、海外発
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注推進事務局を設置して、サポート
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の 3 分野の取組みに注力
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案件を多数手掛けてきました。
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、オフショアの３つ
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さらに、技術開発本部と連携して、
国際的なコミュニティ活動への参加
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OSS の分野は、開発から OSS 周

NTTデータ等と合わせて1,000名を超

うに、これまで国内で行ってきたの

りのツール整備まで総合的に取り組
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−本日は有り難うございました。
―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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