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ビジネス変革への迅速な対応、 I T システムの

CAPEX/OPEX（設備投資／運用コスト）及びTCO（総所

有コスト）の削減、省エネルギー等々、企業を取り巻くIT

システムの課題解決ニーズの増大と、仮想化技術やネット

ワークの高速化、処理能力の向上などの技術革新とが相俟

って、低コストでスピーディにITの利用環境を実現できる

クラウドコンピューティングサービスが注目を集めている。

しかし、企業のクラウドコンピューティングに対する期待

が高まる一方で、セキュリティや信頼性、カスタマイズの

柔軟性、既存システムとの連携／移行など、クラウドサー

ビスの利用に対する課題を指摘するユーザーも多い。

このような状況を踏まえ、NTTデータでは、安心・安

全な社会情報インフラや企業のITシステムを構築してき

たプロジェクトマネジメント（PM）力を活かした同社な

らではのクラウドサービスを提供している（図1-1）。

基盤システム事業本

部マーケティング推進

室の平沢史章室長は、

「NTTデータのクラウ

ドサービスの最大の特

長は、パブリック、プ

ライベート、コミュニ

ティ、バーチャルプラ

イベート、ハイブリッ

ドといった様々なクラ

ウドを導入前のコンサ

ルティングから構築・運用まで、トータルにワンストップ

でサービス提供することと、グリーンデータセンタを始め、

環境負荷低減を実現する環境志向のクラウドサービスであ

るという点です。バーチャルプライベートクラウドはパブ

リックとプライベートの長所を合わせもつものであり、ハ

イブリッドクラウドとはパブリックとプライベートを用途

ごとに組み合わせたものです」と前置きしたうえで、「最

適化コンサル、マイグレーションなど一部のサービスを

2010年２月より先行提供してきましたが、４月より全ての

サービスの本格提供を開始します」と述べている。

本年2月より一部サービスを先行開始していたNTTデータのクラウドサービスが、4月から順次本格サービスを開始する。
NTTデータのクラウドサービスは、NTTデータならではの特長を活かした安心・安全・信頼のエンタープライズ向けクラ
ウドのトータルサービスだ。
※本記事に掲載された商品名、ブランド名は一般的に各社の商標または登録商標で、本文中ではTM、 、 マークを省略しています。
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図1-1 「NTTデータのクラウドサービス」の概要 図1-2 「NTTデータのクラウドサービス」のサービスメニュー

NTTデータのクラウドサービス 
1章 

長年培ったPM力を応用した
安心・安全・信頼の環境志向クラウド
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NTTデータのクラウドサービスでは、エンタープライ

ズ向けに、クラウド導入をトータルに支援する「クラウ

ド構築・運用サービス」と「クラウドプラットフォーム

サービス」の２種類のメニューを用意している（図1-2）。

クラウド構築・運用サービスでは、顧客企業の要件に合

わせたプライベートクラウドや特定顧客向けである共同

利用型のコミュニティクラウドについて、最適化コンサ

ルから運用管理までのサービスを提供。また、クラウド

プラットフォームサービスでは、幅広い業種の顧客がリ

ソースを共同で利用するパブリッククラウドの提供に加

え、パブリッククラウドのメリットにセキュアなクロー

ズドネットワークを組み合わせたバーチャルプライベー

トクラウドの形態でもサービスを提供する。

以下、NTTデータのクラウドサービスの各メニューを紹

介するが、前出の平沢室長は、「急成長が見込まれるクラウ

ドコンピューティング市場にあって、私どもはNTTデータ

グループ、NTTグループの総合力を活かし“グローバル展

開”“BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）領域の

拡大”“BCP（事業継続計画）の追求”“サービス拡大”の

４つを基軸に、３年後1,000億円規模の売上獲得を目指して

クラウドビジネスを積極的に展開していきます」と語る。

基盤システム事業本

部システム方式技術ビ

ジネスユニット第三技

術統括部の小林武博部

長は、「私どもは、経

営戦略を実現するため

には、業務と情報シス

テムが一体となった変

革が必要と考えていま

す。そのため、“最適

化コンサルサービス”

では、お客様の経営・

事業の戦略や方針の実

現に向けて、経営戦略

の理解・業務オペレー

ションの視点・ ITの

視点の3つを踏まえて

現状（AsIs）を把握・

分析し、あるべき姿

（ToBe）を導出します。そしてこのあるべき姿に向けて、

各施策の優先順位付けを踏まえたロードマップを策定し

ます」と述べている。

NTTデータは、「最適化コンサルサービス」として、

業務全体・情報システム全体のあるべき姿を描く「全

体構想策定」、改革テーマに応じて個別の業務構想やシ

ステム企画を行う「個別構想策定」、さらには次期IT基

盤のアーキテクチャを示す「基盤最適化」の3つのコン

サルティングメニューを提供している。現在、同社が

特に注力しているのが、「基盤最適化コンサル」だ。

第三技術統括部の廣田和也課長は次のように語る。「“基

盤最適化コンサル”はIT基盤のクラウド化にとどまらず、

全体最適な次期IT基盤のアーキテクチャとその実現に向

けたロードマップを作成します。特定のベンダ製品やソリ

ューションに偏らない客観的な視点で、無駄の排除とコス
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「最適化コンサルサービス」は、IT基盤のクラウド適用

の検討にとどまらず、「経営戦略」「業務オペレーション」

「IT（情報システム／ITマネジメント）」の３つの視点を組

み合わせたコンサルティングを実施することにより、顧客

企業の経営戦略／事業戦略の実現に向けた業務効率化、

TCO削減、及びITガバナンス強化などの実現を専任のコ

ンサルタントが強力にサポートする。

最適化コンサルサービス 
2章 

㈱NTTデータ　基盤システム事業本部
システム方式技術ビジネスユニット

第三技術統括部

【上】部長　小林武博氏
【下】課長　廣田和也氏

エンタープライズ向けに
2種類のサービスメニューを用意

全体最適のあるべき姿（ToBe）に基づく
変革のロードマップを策定

基盤最適化コンサルの実施で、
大幅なコスト削減が可能に
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ト削減を実現する基盤構成の検討を実施します。しかも、

高度なスキルをもつ方式技術者と連携し、幅広い技術要

素／構成要素に対応し、より具体的で実現性をもったIT基

盤をご提案します。」

基盤最適化コンサルティングは図2-1に示したように、1.

方針策定、2.現状把握／テーマ選定、3.次期システム基盤の

構想策定、4.ロードマップ策定の各タスクごとに基本ステ

ップを踏みながら実施する。オプションで、HW/PP（ハー

ドウェア／プログラムプロダクト）製品評価も実施する。

すでに本年2月から「最適化コンサルサービス」を提

供しており、複数の実績がある。基盤最適化コンサル

実績について小林部長は、「サーバの集約・統合により、

30％近いコスト削減効果の試算事例が複数件あります」

と述べている。

システムの移行をサポートするサービスだ。

基盤システム事業本部システム方式技術ビ

ジネスユニット第四技術統括部の星野亨統括

部長は、「数年前から、お客様からレガシーシ

ステムのモダナイゼーション（最適化／最新

化）の一環で、マイグレーション（現行シス

テム資産の移植）に関する相談が多数寄せら

れるようになりました」としたうえで、NTT

データが提供するマイグレーションサービス

の基本的な考え方について、「図3-1に示すよう

に、マイグレーションコンサルから設計・製

造、移植後の動作試験まで全工程を通じた安

心・安全なマイグレーションサービスを提供

します。お客様の現行ITシステム資産と要件に応じて、

オープン系における同一OSまたは異なるOSへの単純移

行や、レガシーシステムのリライト／リビルドにより、

クラウド環境への移行

に限らず個別SI環境へ

のマイグレーションを

確実に実施し、ITシス

テムのあるべき姿を実

現します。IT基盤のみ

ならず、アプリケーシ

ョンを含めたお客様シ

ステム全体のマイグレ

ーションに対応しま

す」と語る。
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図2-1 「NTTデータのクラウドサービス」の全体像と
基盤最適化コンサルティング実施タスク

「マイグレーションサービス」は、顧客企業の

情報システム化構想（ToBe）の実現に向けて、

現行システム上で稼動しているIT試算の有効活

用による初期投資コストの削減と安心・安全な

　　　顧客の試験 

最適化 
コンサルサービス 

マイグレーション 
コンサル 

設計 

製造 

試験 
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システム化方針提案（ＢＰＲ、クラウド化、レガシーダウンサイジング、現行存続、等） 

現行システム資産棚卸分析、要件調査を通じた最適な 
マイグレーション方針の策定とトライアル（オプション）の実施 

プログラム設計書の再作成（オプション） 
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非互換機能　開発～ 
単体試験、Ｐ２Ｖ 

顧客システム上での移行 
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単純なコンバージョンが可能である場合 
・設計書とソースの整合性が取れている 
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図3-1 マイグレーションサービスの考え方

㈱NTTデータ　基盤システム事業本部
システム方式技術ビジネスユニット

第四技術統括部

統括部長　星野亨氏

コンサルから移植後の試験まで全工程を
通した安心・安全なサービスを提供

マイグレーションサービス 
3章 
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NTTデータのマイグレーションサービスの最大の特長

は、現行のIT資産（アプリケーション資産、データ資産）

を単純にコンバージョンするのではなく、これまで顧客

企業に委ねられていた移行後の整合性確認試験までトー

タルにサポートする点だ。システムの要件定義書やプロ

グラム設計書などが残されていないことが多いレガシー

システムのマイグレーションは、SIerにとって多大なリ

スクを伴う。この点について星野統括部長は、「SIerとし

てこのビジネスを行う限りは、最終的にシステムがご要

望通りに動作することを、お客様と連携して確認するこ

とが我々の責務だと思っています」と胸を張る。

特に設計フェーズでは、NTTデータがSIerとして培っ

たこれまでの経験・ノウハウと高いスキルがいかんな

く発揮される。現行システムのプログラム設計書をリ

バースエンジニアリングすることで仕様を見える化し、

機能定義の整合性を検証したうえで設計書を作成する。

このために独自のソースコード分析ツールやコードリ

バースツールも用意している。

現在、NTTデータでは顧客企業のIT資産と要件に応

じて最適なマイグレーションパターンを提案している

ほか、移植の難易度に応じたオプションサービスによ

って、安心・安全なマイグレーションをサポートして

いる。「特にマイグレーションパターンとして引き合い

が多いのは、汎用機やオフコンからのリライト（業務

プログラムの単純移行が可能な場合）及びリビルド

（業務プログラムの再構築が必要な場合）であり、開発

言語はPL/Ⅰ、COBOLに加え、4GLやRPGなどの言

語にも個別に対応しています。」（星野統括部長）

環境を、顧客企業のシ

ステム要件に基づきプ

ライベート／コミュニ

ティクラウドとして構

築するサービスだ。

基盤システム事業

本部システム方式技

術ビジネスユニット

第一技術統括部の齊

藤直哉部長は、「クラ

ウド構築は２段階で

行う必要があると考

えています。第１段

階では、お客様の現

行システムをクラウ

ド技術を駆使した仮

想基盤上に移します。

この段階では、個別

最適だったお客様の

システムをそのまま

仮想基盤上に移すだけ

ですが、サーバの集約効果が得られます。第２段階では、

個別最適のシステムを全体最適の形に直します。それは、

例えば機能拡張やハード／ソフトの保守期限切れ等のタ

イミングで実施します。私どもは、全体最適化された最

終的な形を標準スタックと称しています。私どもが提供

するクラウド構築サービスでは、図4-1に示したように、
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「クラウド構築サービス」は、ネットワーク、

ファシリティ、ハードウェア、OS、ミドルウェア、

さらに開発フレームワークまでを含めたITの基盤

クラウド構築サービス 
4章 

㈱NTTデータ　基盤システム事業本部
MS開発部

部長　木幡康弘氏

㈱NTTデータ　基盤システム事業本部
システム方式技術ビジネスユニット

第一技術統括部

部長　齊藤直哉氏

顧客の既存回線の利用も、NTT
データの回線の利用も可能 

顧客、NTTデータ、いずれの 
センタの利用形態でも可能 

CPUやメモリ、ハードディスク 
などのハードウェアを提供 

仮想環境から開発フレームワー 
クまでのソフトウェアを提供 

顧客の既存回線を利用 ネットワーク NTTデータのプライベート回線を提供 

顧客のセンタを利用 ファシリティ NTTデータのセンタを提供 

ハードウェア ハードウェアリソースの提供 

ソフトウェア 

仮想環境の提供 

OSの提供 

ミドルウェアの提供 

開発フレームワークの提供 

アプリケーション1 アプリケーション2 アプリケーションN

NTTデータのクラウド構築サービスとしてご提供する対象 

性能監視やソフトウェアのパッ 
チ適用など、運用管理を提供 

※NTTデータのクラウド運用管理サービスを含む形で基盤環境を提供 
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図4-1 クラウド構築サービスの特長

全体最適のクラウド環境構築を
運用とセットで提供
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ネットワークからソフトウェアの各レイヤを定義・標準化

しており、SI実績のある標準スタックで構成された共通基

盤により、全体最適なシステムの実現が可能で、開発から

運用までのトータルのIT投資コストを低減することができ

ます」と語る。

また、基盤システム事業本部MS開発部の木幡康弘部

長は、「クラウド導入は、アプリケーション開発の柔軟性

がキーとなります。私どもは、PaaSとして intra-

m a r t / T E R A S O L U N Aというフレームワーク、

Prossione/PRORIZEという検証済スタックを用意して

おり、アプリケーション開発の導入コスト・導入スピー

ドの改善さらには効率的なシステムの運用が可能になり

ます。また、クラウド構築と上位のSIを一括で提供でき

るというのも大きな強みです。上位のSIでは、お客様の

要件に応じてパブリッククラウドや他社のクラウドサー

ビスとの連携も実現します」と述べている。NTTデータ

のクラウド構築サービスの主な特徴を以下に示す。

①共通基盤環境を運用とセットで提供

全体最適を実現するプラットフォーム環境と運用管

理サービスをセットにして提供。

②様々な利用形態への柔軟な対応

顧客企業のシステム要件や要望を満たす豊富なバリエ

ーションを提供。数多くの実績を持つ標準スタックとし

てWindows、Linux、フルOSSの3つのモデルを用意。

③データセンタ／アクセス回線の柔軟な選択が可能

サービスの利用形態において、顧客企業の設備または

NTTデータの設備を組み合わせて利用することが可能。

「クラウド運用管理サービス」は、共通の運用管理基盤

により、NTTデータの各種クラウドサービスに対してリ

モートからの一元的な運用管理を行うサービスだ。基盤

システム事業本部システム方式技術ビジネスユニット

第二技術統括部の磯貝信行課長は、「最大の特長であり強

みは、システム構築のプロフェッショナルが運用管理す

るという点です。迅速なプロビジョニングの実施、シス

テム投資タイミングの見える化、自社開発運用管理ツー

ル“Hinemos”の採用、ITILに準拠した管理体系などに

より、NTTデータの各種クラウドサービスに対して一元

的な運用管理サービスを提供します」と述べている。

クラウド運用管理サービスの主な特徴を以下に示す。

①リモートからの一元的な運用サービス

NTTデータの遠隔監視センタから統合運用管理サー

ビスを提供。24時間365日対応のサービスデスクを設置

し、保守等の対応時には現地に駆け付ける。

②迅速なプロビジョニングの実施

物品の調達からリソースのプール化、基盤環境構築

まで、迅速なプロビジョニングを実施。

③パッチ適用・バージョンアップの実施

最新パッチとその脆弱性情報、アップデート情報を
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図5-1 クラウド運用管理サービスの概要

㈱NTTデータ　基盤システム事業本部
システム方式技術ビジネスユニット

第二技術統括部

課長　磯貝信行氏

5章 
クラウド運用管理サービス 

システム構築のプロフェッショナルが
運用管理
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定期的に収集し、適用実施の判断をしたうえで、事前

に検証作業、商用環境への適用を行う。

④システム投資タイミングの見える化

通常運用における性能監視とその評価報告、及びリ

ソースの再配置の実施によるパフォーマンス・キャパ

シティマネジメントのライフサイクルを実施。

⑤運用管理ツールとして自社開発のHinemosを採用

自社開発の運用管理ツール「Hinemos」により、充

実したサポートプログラムやオプション機能を提供。

⑥ITILに準拠した管理体系

ITILに準拠したNTTデータの運用知識及びノウハウ

を基に高品質のプロセスで運用管理サービスを提供。

ンワンで提供するサ

ービスだ（図6-1）。

ビジネスソリューシ

ョン事業本部プラット

フォーム&サービスビ

ジネスユニットの遠藤

由則クラウド営業担当

課長代理は、「私ども

は、お客様がクラウド

環境の導入・運営を低

リスクかつ迅速に取り

組むための機能やイン

フラをサービス提供します。NTT研究所及びNTTコミュ

ニケーションズとともに共同開発したSaaS共通基盤機能

群をはじめ、 NTTデータグループのクラウドソリューシ

ョンを統合し、エンタープライズ向けクラウドプラットフ

ォームサービスとして運営・提供しています。エンタープ

ライズのためのコミュニケーションツールや営業・顧客管

理といったフロントオフィス機能、販売管理・会計管理な

どのバックオフィス機能を構築コンポーネントとして提供

します」と述べている。クラウドプラットフォームサービ

スの主な特徴を以下に示す。

①クラウド機能を顧客のニーズに応じてオールインワ

ンで、オンデマンド型の料金制で提供。

② intra-mart等の実績あるフレームワーク、柔

軟な業務対応をプログラミングレスで可能にす

る豊富な業務AP部品等により、クラウドであ

りながら顧客企業の幅広いニーズに対応。

③パブリック／コミュニティ／バーチャルプラ

イベートといったクラウドへのニーズ、顧客企

業のシステムや他クラウドとの連携ニーズにも

対応。

④NTTデータのGreenDataCenterを利用する

環境志向のクラウドサービス。
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「クラウドプラットフォームサービス」は、共同利用

型クラウドを業務で利用したい、新にSaaS事業を立ち

上げたいというエンタープライズ向けに必要なクラウ

ド機能（SaaS/PaaS/IaaS）をニーズに応じてオールイ

クラウドプラットフォームサービス 
6章 

BCPS 
ポータル 

テナント 
ポータル 認証・SSO

ポータル 
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対象 

1.1版 
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プログラミングレス プログラミングレス 

1.1版 

1.1版 
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API
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コンテナ 

顧客 
マスタ 

外部 
データ 

画面 

サービス管理 
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図6-1 クラウドプラットフォームサービス1.x版サービスの全体像
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