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特集

社会や技術のトレンドを予測しR&Dを推進する
NTTデータ技術開発本部の取組み

Reengineeringを提供済です。また

2013年11月、システム開発の自動

化 を 目 指 し て 開 発 し て き た

TERASOLUNAの各種ツールを連

携可能にした、TERASOLUNA

Suite（図２）を発表しました。

－ソフトウェア生産技術に関する

書籍を出版されたそうですが。

木谷 生産技術の重要性はなかなか

伝わりづらいものです。ソフトウェ

ア生産技術の全体像を、変化する要

求への対応、及び、開発速度と品質

の両立の観点で、以前より書き溜め

ていたことをわかりやすくまとめ、

“革新を続ける ソフトウェア生産技

術”（日経BP社）

を出版しました。

－その他の重

点分野について

もお聞かせくだ

さい。

木谷 ２つ目は

“先進技術による

新規サービスの

開発”です。ビ

ッグデータ（BD）

やビジネスアナ

リティクス（BA）、

M2Mなどの技術を活用し、新規サ

ービスの開発、具体化に取組んでい

ます。どの分野もスピードが求めら

れており、市場のニーズに応えるこ

ととスピードを重視しています。ま

た3年前より、有識者へのインタビ

ューを通じ、ビジネスに変化をもた

らすようなサービスのトレンドや要

素技術を調査し、毎年“N T T

DATA Technology Foresight”と

してまとめています（詳細は本特集

の各記事を参照）。

最後は“グローバルR&Dの強化”

です。主な取組みに海外のグループ

会社と連携し、研究開発や対外プレ

ゼンスの向上に向けた活動を行なう

Global One Teamがあります。従

来BI（Business Intelligence）や

テストに関するGlobal One Team

を推進していますが、2013年は新

たに A M O （ A p p l i c a t i o n

Management Outsourcing） One

Team、Mobile One Teamを発足し

ました。

－現在注力されているのはどのよ

うなことでしょうか？

木谷 ３つの重点分野があります

（図１）。１つは“生産技術革新”で

す。「生産性向上から、利益向上へ」

という課題意識に基づく活動を続け

ています。たとえばレガシーマイグ

レーションです。最近はモダナイゼ

ーションと呼んでいますが、この業

務の生産性向上を実現するため、リ

バースエンジニアリング技術を活用

した開発ツール、TERASOLUNA

ソフトウェア開発やプロジェクトマネジメントに関する技術開発、また先進のIT技術を
活用した新規サービス開発を主なミッションとしているNTTデータ技術開発本部は、社
会のニーズや最新の技術動向を踏まえ、将来を見すえた取組みを進めている。最近の取
組み、および2014年の重点施策について、木谷強本部長にうかがった。

生産技術革新、先進サービスの開発、
グローバルR&D、3つの重要分野
に注力

1 インタビュー

3つの重点分野に注力
㈱NTTデータ執行役員

技術開発本部長　木谷強氏

FY2014重点施策 重点分野 

グローバル 
R&D強化 

生産技術 
革新 

先進技術・ 
新規サービス 
の開発 

6.Global One Team活動と連携した 
   ソリューション開発 

1.TERASOLUNA Suite開発と管理ツール 
連携 

4.エネルギーマネジメント、交通向けの 
 BD/BA/M2M ソリューション 

3.迅速なビジネス環境変化に対応しうる 
リリースサイクルの高速化 

5.Technology Foresightを活用した 
先進顧客コラボ 

2.更改・モダナイゼーションに対応した 
ソリューション整備 

図1 NTTデータ技術開発本部 2014年の重点施策
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－ 2014年の重点施策について、

まず生産技術革新に関することから

お聞かせください。

木谷 NTTデータは「大規模シス

テムをしっかり作り込む」ことが得

意です。この分野の新規開発、自社

開発システムの更改、機能追加、保

守などは、今後も開発案件全体の中

でかなり部分を占める、重要なビジ

ネスであり続けると考えています。

そこでTERASOLUNA Suiteの適

用範囲を拡大し、設計情報等をデー

タベース化した TERASOLUNA

DSの適用を進めるなど、生産性の

向上施策を進める考えです。既存分

野の利益向上だけでなく、今後市場

拡大が見込めるAMOの分野でも手

順とツールを提供し高収益型のビジ

ネスモデルを確立しビジネス拡大に

つなげる狙いもあります。

近年はビジネス環境の変化に素早

く対応することが求められるため、

Scrumなどによるアジャイル開発

にも力を入れています。2014年の

テーマの１つはクラウド活用による

開発の高速化で、クラウド上に開発

環境を置くことにより、コーディン

グからテスト、デプロイまでの効率

を大幅に改善することを目指してい

ます。また機能追加後のデグレード

確認など、繰り返し行なうテストの

生産性向上もテーマの１つです。

－先進技術・新規サービス開発の

分野についてはいかがでしょうか。

木谷 M2Mの技術を活用して、各

種センサ情報を効率的に収集・制御

したり、BDやBAの技術を活用し

自動車や船舶、航空機の交通を最適

化するなど、さまざまな取組みがあ

りますが、なかでも重要なテーマの

１つとしてエネルギーマネジメント

を挙げることができます。自然エネ

ルギーを効率良く発電に活かすた

め、電力需要の予測や、風力発電量、

取引市場価格の予測を行なうロジッ

クを開発済です。現在は電力価格を

うまく制御することにより、電力需

給のバランスを調整する、ダイナミ

ックプライシングの研究開発を進め

ており、アイルランドの電力小売企

業も参加する共同研究を予定してい

ます（エネルギーマネジメントの研

究開発については、本特集の“4. 戦

略的なデータ収集と分析”を参照）。

サービス開発系はエンドユーザー

に近いことが特徴と言えます。お客

様にとって本当に役立つサービスで

あるかという検証、すなわちProof

of Conceptをしっかり行なうことを

心掛けています。

－グローバルR&D強化に関する

取組みはいかがでしょうか。

木谷 北米のNTT DATA, Inc.は従

来 、 独 自 の 標 準 手 順 で あ る

“DynAMO”によりAMOビジネスを

展開しています。AMO One Teamの

取組みとして、このDynAMOソリュ

ーションの強化に向けた共同R&Dが

スタートしています。

Mobile One Teamについては、

地域によりモバイルビジネスに対す

る取組みに差があることから、まず

は欧米を中心として活動を進めてい

ます。BYOD（Bring Your Own

Device）に関する開発のほか、小

売店向けにレベニューシェアの仕組

みやポイントプログラムの運用を可

能にするアプリケーションの開発な

どを進める予定です。

－最後に 2014年の抱負をお聞か

せください。

木谷 ３つの重点分野はいずれも重

要です。各分野についてしっかり取

組んで成果を出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。
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現行アプリケーションの 

自動解析 
（COBOL、Java、PL/I対応） 投入 修正 

TERASOLUNA
ViSC

新アプリケーションの 
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（Java、C、C++対応） 
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現行アプリケーション 新アプリケーション 

新 
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情報 

「設計情報の可視化」→「設計情報の統合」→「自動生成」を 
一連のフローとして確立し、高生産性と高品質の両立を実現 
「設計情報の可視化」→「設計情報の統合」→「自動生成」を 
一連のフローとして確立し、高生産性と高品質の両立を実現 

図2 TERASOLUNA Suiteによるシステム構築の流れ
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野についてはいかがでしょうか。
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