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中期経営計画において当社の目指
す「グローバルで質の伴った成長」
のため、TERASOLUNAや統合開発
クラウドに生産性向上や大規模
Agileによるビジネス拡大を推進し
てきた。しかし、お客様ニーズと技
術の複雑さが増す中で、これまでの
方法論やツール等による標準化だけ
では、ビジネス獲得が困難となって
きている。理由として以下の 3つ
の課題があると考えている。
課題１ 技術への追従

IT業界における技術の進化・多
様化が急速に拡大しているため、従
来の標準化だけでは当社ビジネスに
対する十分なカバレッジを得られな
い状況となっている。
課題2 人財/体制の確保

IT業界全体における人財不足が
見込まれる中、多岐にわたる技術に
対応する体制を各事業部で確保する
負担が拡大している。当社において
も、上流・先進技術の人財不足が課
題となっている。
課題3 超上流における技術力
ユーザ企業が社外から優秀な

CTOを登用し、デジタル技術の活
用によるビジネス変革を強力に進め
ている。こうした状況の下、当社か
らのユーザ企業への提案フェーズに
おいても、高い技術力がなければビ
ジネスを獲得できない状況となって
いる。

これらの課題に対応するため、方
法論やツール等の道具をそろえるだ
けでなく、コンサルからデリバリま
でを行う体制によりお客様ニーズに
一気通貫で応える「技術オファリン
グ」を整備した。さらに技術オファ

リングを含めた幅広い知識を持ち各
種技術を適切にコーディネートでき
る「デジタルテクノロジーディレク
ター®」が DX実現に向けたロード
マップも提示するなど、お客様提案
を行う仕組みを整えた。（図１）
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クノロジーディレクター®（DTD）
による技術展開

図 1　技術オファリングとデジタルテクノロジーディレクター®(DTD) による技術展開
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お客様ニーズと当社の技術的な強
み、更にデジタルテクノロジーディ
レクター®の見識から、ビジネス拡
大（売上貢献）と生産性向上（原価
削減）の観点で 17のカテゴリから
技術オファリングを整備した。（図2）
各技術オファリングの概要や解決
可能なお客様課題及び事例等につい
て、本特集でご紹介したい。

　

DXの必要性は十分に理解されて
いるものの、ビジネス成果につなが
らないPoCを繰り返して「PoC疲れ」
を起こしている組織が多く存在す
る。従来のやり方への執着、小手先
だけの改善を繰り返しているだけで
は、日々変化する顧客ニーズへの迅
速な対応には限界があるのではない
だろうか。ビジネスのアジリティを
向上するためには、これまでの仕事
の仕方や企業の文化・マインドセッ
トの変革までもが求められており、
顧客ニーズに合わせたビジネスの価
値検証を迅速に行う方法として

Framework（SAFe®）」をベースとし、
経営・ビジネス・開発の 3レイヤを
カバーする DX推進手法を用いて、
戦略から予算配分まで組織層のマネ
ジメント領域の変革を支援。

大規模なサービスの開発プロセス
でもアジリティを維持できるように、
大規模 Agileのマネジメント手法の
確立、管理職層の意識改革を促す研
修整備、大規模 Agileを実行するた
めのリソース支援を進めていく。

DXを推進していくうえで、デジタル
技術を活用し、既存ビジネスのコスト
削減や技術的負債の解消を行い、ビ
ジネスのアジリティを向上したいという
ニーズが高まっている。そのためには、
日々進化するデジタル技術や先進ツー
ルの追従、デジタル技術者の確保、
自社ビジネスにどのようにデジタル技

Agileが注目されている。

DXの流れは Agileの需要を後押し
しており、Agile開発の大規模化（100
名超え）が進んでいる。各社の DX

のステージに適した技術オファリン
グを整備することで、顧客のデジタ
ルビジネス拡大を支援していく。
1. 初適用

DX推進のコンサル・企画から
Agile初適用に向けた研修やマネジ
メントガイド、開発リソースのデリ
バリを提供。
2. スケール

Agileラボの立上げや Agileコーチ
支援により、複数の
Agileチームのマネジ
メントを可能とし、継
続的なビジネス価値
向上を実現。
3. 組織適用
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術を活用すべきかといった課題が存在
している。そこで当社は、顧客のビジ
ネスアジリティ向上に向けてDevOps

を推進しており、いち早くデジタル技
術に追従し、検証を行ったうえで、ビ
ジネスで活用できるレベルにまで仕立
てあげた技術オファリングを提供する。

昨今、DevOpsを導入している企
業も増加傾向にあり、本技術オファ
リングでは、DevOpsの推進に加え
て、Cloud Nativeや Edge Technology

　

スマホの普及や IoT化に伴い、
パーソナルデータやセンサデータの
収集及び、収集した大量データの処
理・分析というテクノロジ要素が重
要となっている。これらをビジネス
上の優位性とし既存ビジネスモデル
に融合、あるいは全く新しいモデル
として生み出しているのが現在のビ
ジネスの姿＝デジタルビジネスだ。
企業が目指しているデジタルエン
タープライズでは、多種多様なデー
タのうちどのデータをどうやって収

領域における先進技術の追従、検証
を行い、顧客のビジネスアジリティ
向上を支援していく。
1. DevOpsの推進

 サービスのリードタイムを短縮する
ための DevOpsツールチェーン（CI/

CDやMLOpsなど）を備えた弊社ソ
リューション「Altemista®Cloud」
を提供。また、多様な新技術を即座
に試行できる各種 APIをAltemista® 

Cloudに実装し、新技術を用いたサー
ビスのスピーディーな提供を実現。
2. Cloud Nativeの活用
クラウドや OSS、グローバルベンダ

やスタートアップの新
しい技術やツールの
価値を目利きし、先
進技術をすぐに利用
できる人材や仕組み
を提供。また、先進
技術を活用したアー
キテクチャコンサルや

集し、どのように分析して活用する
かを含めて戦略を立てる必要があ
る。そのため、ビジネスの判断を下
す経営者や事業部門も ITの知識や
ビジョンを持ち、IT部門と密に連
携することが重要だ。これらのデー
タをうまく扱うことができた企業
は、One-to-Oneマーケティング、
需要分析、物流のトレーサビリティ
や製造業における故障予測などの
ユースケースでビジネスに活かすこ
とができる。
しかし、企業が扱うべきデータは
ますますその規模を増しており、ま
たデータの分析や活用を秒～分と

活用コーチ、SREの派遣を行い、ク
ラウドを最適活用するアプリケーション
開発を支援。
3. Edge Technologyの活用
クロスプラットフォームを活用し
たモバイル開発により、生産性を飛
躍的に向上。また、エッジ技術（AI, 

AR/VR, IoT, ドローン等）を活用し
て顧客の新しいユーザ体験を提供。

顧客のニーズに合わせて、最適な
デジタル技術の組合せを迅速に提供
するために、俯瞰的な技術トレンド
の追従や先進技術要素の様々な組合
せ検証、PoCからプロダクトレベル
までの高度化を進めていく。また、
前述の Agileと合わせて、ビジネス
プロセスと先進技術の両面で顧客の
DX推進を支援していく。

いった時間オーダで行い、高いリア
ルタイム性を持って価値を生み出し
続けていくことが求められている。
PoCの少ないデータではうまく処理
できたとしても、本番相当のデータ
量だと性能が出ないといった問題が
発生したり、本番データが持つバリ
エーションが原因で処理がうまくい
かなかったりすることもよく起こ
る。これらの課題は、予めしっかり
とデータの特性を把握し、適切な
アーキテクチャを検討しておくこと
で対処が可能である。私たちはそれ
を手助けする技術オファリングを提
供する。

Agile

デジタルテクノロジーの活用により、
ビジネス変革につなげたいお客様

デジタル領域へ投資を加速させ、
収益性を向上させたいお客様

先行企業の成功例を取り入れて、
アジリティ向上を果たしたいお客様

DevOps

デジタル技術を活用し、既存ビジ
ネスのコスト削減を目指すお客様

従来の技術負債をデジタルテクノ
ロジーにより払拭したいお客様

デジタル変革を目指し、従来の
企業プロセスを変革したいお客様
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分析や A Iにおけるデータを正確に扱
えるようにし、さらにはデータ活用の
フィードバックループを高速に回すこと
を可能にする。

データ活用に対する課題は多種多
様だ。しかし、あるお客様が先行して
抱えていた課題は、同じ課題を持つお
客様が後で必ず出てくる。そこで
NTTデータは、データ活用に関する課
題とその解き方、多くの事例を整備し
知見を汎化することで、日本中そして
世界中のお客様が抱えるデータ活用
に関する課題を一緒に解き、データ駆
動型ビジネスの成功へと導いていく。

「データ活用基盤
構築・運用サービ
ス」では、バッチ
処理の高速化、
大規模リアルタイ
ム処理、また近年
需要が高まってき
ている AIや機械
学習のためのア

セットを用意し、Hadoop/Spark/

Kafkaなどの OSSを用いて、データ
活用を現実的なコストで実現する基盤
を提供する。そして、「データエンジ
ニアリングサービス」では、全てのデー
タ活用のシーンで必要となるデータの
クレンジング、統合、秘匿化などに関
するノウハウを提供する。これにより

本技術オファリングは、前述のよう
な課題を解くために、いくつかのメ
ニューで企業のデータ活用を後押しし
ている（上図）。「データ活用コンサ
ルティング」では、企業の習熟レベル
に応じて、データ活用の進め方を導く。

データエンジニアリングサービス
データ分析の8割を占める前処理部分を効率化し、データ
分析に注力できる環境を提供

データ活用基盤構築・運用サービス
データ活用アーキ
テクチャのグランド
デザインを描き、
大規模・高難度の
データ処理を実現

バッチ処理

高度OSSサポート

データ加工データ統合データ収集

データ活用
コンサルティング

真にスケールアウト／インが可能な基盤をOSSをベースに
現実的なコストで提供

ストリーム処理 AI/ML処理

データ活用

先進事例により高度な技術を
汎用化していく

サービスの全体像

き方向性と優先順位を定めていく。
Step2のモダナイズでは、デジタ

ルアセスメントで描いたロードマッ
プに合わせ、適切なモダナイズ手法
を選択しながら目指す姿を段階的に
実現していく。NTTデータでは、
実現のためのモダナイズ手法を“9
つの「R」（9R：ナインアール）”と
してパターン化しており、システム
課題や制約を踏まえた“Can-Be”
にマッチする最適な手法を組み合わ

は困難であるた
め、本技術オファ
リングでは、大
きく2段階のア
プローチに分け
て進めることを
提唱している。
このアプローチ
は上流フェーズ
で実施する「Step1：デジタルアセス
メント」と下流フェーズで実施する
「Step2：モダナイズ」の 2段階で構
成される。

Step1のデジタルアセスメントで
は、ビジネス戦略と IT施策を融合さ
せたロードマップを描くべく、現状
を把握、課題を整理し、今後進むべ

　

DX（デジタルトランスフォーメー
ション）を目指す企業にとっては、
ビジネス戦略を迅速かつ柔軟に顧客
や市場の変化に対応させていくこと
が必須であり、これを実現できる
ITシステムへと刷新していく必要
がある。しかし、長年利用されてき
た既存システムは肥大化・ブラック
ボックス化などの“手の付け難い”
要因を数多く抱えている。また、「DX

ニーズはあるものの、攻めどころが
定まっていない」、あるいは、「PoC

を実施してみるものの、その先のス
テップに進めない」といった、「ロー
ドマップの欠如」が課題となってい
る企業も多い。
こうした課題を一度に解決するの

システム技術本部 デジタル技術部

部長　木村 紘太郎氏
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カギとなる

APのモダナイズにおける
2段階アプローチ

サービスの概要

4APのモダナイズ
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せることで、現実的なジャーニーと
して具体化・実行していく。
9Rはあくまで To-Beを目指すた
めの手段（How）であり、お客様の
置かれている状況やビジネスニー
ズ・課題の優先度を踏まえ、「どの
システムに」、「どの“R”を、どう
組み合わせ」、「どういった順序で適
用していくか」をロードマップとし
て描くことが重要である。
この 2段階アプローチを確実に

進めるために、NTTデータでは、
34年の大規模開発の実績に裏付け
された実践的なモダナイズ手法と、
数多くのエンタープライズ開発で
培ったモダナイズ手法を使い分け、
組み合わせて DXジャーニーを実践
する体制・人財を有している。

「DXは終わりのない長い旅である」

と言える。NTTデータは、「既存シ
ステムは捨てて新しく作り直す」ディ
スラプティブ（破壊的）なアプロー
チや、すべての課題を 1回で解決す
るビッグバンアプローチで取り組む
のではなく、常に変化していく状況
を見据えながら、長い旅をお客様と
共に歩み、お客様の抱える技術的負
債を確かなビジネス成長の源泉へと
変えることに挑戦し続ける。

技術的負債をビジネス成長の
新たな源泉に変える

　

オープンソース（OSS）は企業に
おいて活発に使われており、ミッ
ションクリティカルな基幹システム
領域にも広く浸透するとともに、よ
り先進的な分野でも中核的な役割を
担うようになってきている。
世界の大企業は OSSを使ったシ
ステムによるビジネスを行い、自ら
OSS技術者を抱えることで安定的
なサービス提供をしている例が多く
ある。しかしそのような高度な OSS

技術者を抱えることは、全ての企業
ができることではなく、安心して
OSSを使い続けるためのサポート
に対する需要は高まっている。

NTTデータでは、企業が安心して
安全にOSSを利用できるようにする
ために、OSSの内部まで踏み込んで
難しい課題を確実に解決することで
システムやプロジェクトが安定的に

回る仕組みとして、OSSのサポート
サービスを提供している。サービス
メニューとしては、広く求められる
ニーズを手ごろな価格で提供する定
型メニューのサポートサービスと、
相対するお客様ならではのニーズに
応えるカスタマイズ可能なサービス
の 2種類がある。前者は、バックに 

NTT OSSセンタを抱え、Web3層か
らクラウドネイティブ系OSSまでワ
ンストップで幅広くサポートしてい
る。また、昨今ニーズが多いデータ
活用系のOSSであるApache Hadoop/

Spark/Kafkaもサポートしている。後
者は、そのシステムでしか使われな
いような、もしくは他社がサポート
しないようなOSSをセットで一括保
守している。シス
テム特性を把握し
た専任アカウント
マネージャを設置
し、機能追加時の
アセスメントや設
計レビューなども
プロアクティブに
対応している。そ

して、システムのライフサイクルを
踏まえて長期間同一バージョンを
保守していることも他にはない特
徴だ。

OSS利用は一般的になっている
とは言いつつも、まだまだ不安を持
つお客様も多いのが現状だ。私たち
が持つ高い技術力と多くの実績（下
図）を武器にして、クラウド系やミッ
ションクリティカル系への OSSビ
ジネス拡大を図っていく。高い技術
力により、先進的な OSSへの追従
を随時行っており、クラウド系、マ
ネージドサービスであっても裏側を

システム技術本部 デジタル技術部

部長　金子 崇之氏

Hadoop
サポート開始

Sparkサポート
開始

 Kafkaサポート
開始

【テレコム】
写真サービス

【テレコム】
位置情報基盤

高度OSSサポート

NTTデータ
OSSサポート

【テレコム】
NW監視 【テレコム】

AIエージェント

Linaccident
サービス開始

【銀行】
情報分析基盤

【製造】
分析基盤

【損保】
情報分析基盤

当時国内最大規模の
AWS活用サービス

国内最大規模
のKafka案件

【金融】
インターネットBK

【電力】
MDMS

写真サービス同様、
AWS上の大規模サービス

大規模MQ+ストリーム処理を
活用したNW監視システム

【テレコム】
モバイル情報基盤

アカマネを設置し
プロアクティブ対応

【テレコム】
電報

Spark環境を
いち早くサポート

大規模Hadoop環境
をクラスタ課金

【金融】
インターネットbk

【振興】
公式販売サイト

金融サービスに
OSSを積極採用

オープンソースに対する需要

OSSのサポート

何処よりも安心して
使っていただける基盤に

NTTデータにおけるOSS のサポート

5OSSのサポート
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クラウド市場は今後も拡大するこ
とが見込まれている。本市場におけ
る当社シェアは十分とは言えず、ビ
ジネス拡大のために継続して力を入
れていくべき領域と言える。
エンタープライズ領域においても

クラウド活用は浸透してきているが、
当社においては高 SLA、個別要件
対応を重視する顧客が多く、パブ
リッククラウドをそのまま活用するだ
けでは顧客からの期待に応えること
ができない。また、パブリッククラウ
ド、プライベートクラウドを含めた複
数のクラウド組み合わせて活用する
ハイブリッドクラウドニーズが今後拡
大することが見込まれており、当社
に対してもさらなるクラウド対応力
が求められることが想定される。

心に数多くの案件で活用されてお
り、今年度はDCPF※ 2のクラウド基
盤としても採用された。
Cloud Professional Service
プライベートクラウド、パブリッ
ククラウド、NTTデータのクラウ
ド（OpenCanvas®）といったあら
ゆるクラウド案件に対応するプロ
フェッショナルサービス。コンサ
ル支援、開発支援などシステム開
発の全フェーズでサポートできる
メニューを取り揃えている。国内
G会社 /BP・海外連携会社とも連
携し、適切なタイミングで案件を
支援するための体制（デリバリセ
ンタ）を整備しており、年間 50
以上の案件に対応している。

今後も継続的に市場競争力を向
上する取り組みを実施していく。
今期は、コンテナ技術による複数
クラウド連携サービス、高 SLA環
境構築を圧倒的に効率化する自動
化サービス、コストとアジリティ
に優れたセルフサービス基盤の開
発を予定している。

当社は従来のシステム開発案件に
おいて、既存 IT資産のデジタル化
対象箇所の見極めやデジタル化実現
の対応力を強みとしてきた。クラウ
ド案件においても、このような力は
競合他社に対する大きな優位性とな
る。本技術オファリングは当社の強
みを最大限発揮し、クラウド対応力
を最大化する。
Digital Hybrid Cloud Platform
パブリッククラウドでは実現で
きない高 SLA、個別要件に対応す
るための自社クラウド基盤「Open 

Canvas®」※ 1は、当社ノウハウを活
かした運用、保守に対応するととも
に業界 NW（金融、自治体など）や
各種パブリッククラウドとの接続性
を備えている。公共、金融分野を中

 

デジタル・アジリティ 

高 

低 高 

高SLA・個別要件重視

スピード重視  
最新サービス  

アジリティ重視

個別の業務・運用  
SLAのコントロール  
高セキュリティ重視  

NTTデータの強みを生かし、お客様の要件に応じたクラウドへ

プライベート
クラウド
コミュニティ
クラウド

パブリック
クラウド

パブリック
クラウド

（高セキュリティ）

各クラウドのメリットを活かし、
コンテナ活用によりシームレスに連携

Digital Hybrid Cloud Platform

 

CommunityCommunity Public 

On-premise 

Hybrid Cloud 

Private 

高SLA・個別要件にも対応できる
自社クラウド基盤

高SLA・個別要件にも対応できる
自社クラウド基盤

ハイブリッドクラウドシステムの構築や
高付加価値構成（高セキュリティ等）に対応できる

クラウドプロフェッショナルサービス

ハイブリッドクラウドシステムの構築や
高付加価値構成（高セキュリティ等）に対応できる

クラウドプロフェッショナルサービス

あらゆるクラウド環境をターゲットに、
クラウド環境での最適なアーキテクチャを提案

Any Cloud Consulting

エンタープライズの非機能要件を満たし、クラウドメリットを
最大限活かせるアーキテクチャを高速デリバリ

Any Cloud Implementation

Cloud Professional Service

Public Private 

VMware
OpenStack

Azure 
AWS GCP

Ｓ
Ｌ
Ａ・個
別
要
求

システム技術本部 生産技術部

部長「クラウドエバンジェリスト」　本橋 賢二氏

※1：金融機関に求められるセキュリティ対策を施
したNTTデータのクラウドサービス。

　https://portal.opencanvas.ne.jp/cloud/
※2：公共機関のデジタル化を推進するマルチクラ
ウドソリューション。

　https ://www.nt tdata .com/jp/ ja/news/
release/2020/031600/

エンタープライズシステム
クラウド化の課題とニーズ

あらゆるクラウド案件に対応す
るための技術オファリング

クラウドを最適かつ効率的に
活用できるサービスへ

サービスの概要

6クラウド

奥深く見通すことができる。また、
その技術力によって、ミッションク
リティカル領域でも安心安全な保守
を実現することが可能だ。
今年度は、すでに抱えている多く

NTTデータが持つ多くのオファリ
ングで使われている OSSもしっか
りとサポートしていくことで、オ
ファリング全体を盛り上げていく。

のシステムをしっかりとサポートし
つつ、OpenJDKなどサポートのカ
バー範囲を広げてより多くのお客様
のニーズに答えていく予定である。
また、本技術オファリング以外にも
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企業を脅かすサイバー攻撃の手法
は日々 進化し、水際での防御策だけで
は足りず、社内に入り込むケースが増
えている。企業におけるセキュリティ
対策の投資は従来の防御重視から、
防御が突破されることを想定した早急
な検知・対応の対策へ変化している。
高度化するサイバー攻撃は、従来
の方法では検知が難しい。そこで
我々は、従業員の活動に着目し、普
段と異なる行動を捉える検知手法を
とることにした。
この仕組みは、未知のマルウェア
による攻撃を含むサイバー攻撃を早
期検知できると共に、その行動内容
を迅速に解析することができるよう
になるため、インシデントの検知か
ら分析までの時間を大幅に短縮する
ことが可能となる。

最近お客様から「膨大なログが活
用しきれない」、「対象台数が多すぎ
て把握できない」、「原因の特定に時
間がかかりすぎる」、「現在の体制や
手順で十分か不安がある」といった
ご相談が増えている。さらにガバナ
ンスの対象が海外の工場、支社、拠
点、店舗などグローバルに広がって
おり、そのような拠点をどうマネジ
メントすればよいかというご相談も
ある。

NTTデータグループでも同様の
課題が存在し、これまで全世界の拠
点を対象としたガバナンス強化策を
実施してきた。本技術オファリング
ではそのノウハウを活用し、同じ悩
みをお持ちのお客様に提供・展開し
て解決していく。（図１）
また COVID-19の影響により、リ
モートワークの導入、クラウドサービ
スへの移行が急激に進んでいる。結
果これまで以上に業務状況、インシ
デントの発生を把握することが難しく
なっている。本技術オファリングの対
象をリモートワーク環境まで広げるこ
とで、新しい働き方の環境においても
ガバナンスを維持することができる。

仕事はオフィスでするものという従来
の世界では、ファイアウォール等を用い
て社内を安全に保つセキュリティが一
般的であったが、リモートワークやクラ
ウドサービス利用が広まるに連れ、そ
のような考え方は通用しなくなった。現
在最も重要なことは、これを利用する
人を明確にし、ユーザごとに適切なア
クセス権限を付与し、アクセスログを
記録することである。これを実現する
ためには、人の情報（Identity）にお
ける本人確認、登録、変更、削除といっ
た IDのライフサイクル管理が適切に行
われていることが大前提であり、その
上で適切な認証機能、アクセス権限の

システム技術本部 セキュリティ技術部 サイバーセキュリティ統括部

統括部長　武井 洋介氏7サイバーレジリエンス 8認証認可

当社ノウハウでお客様課題を
解決

課題の可視化と対策立案 
当社のコンサルタントがお客様の視点で
セキュリティ課題の可視化、戦略立案、
実行、運用までをサポートします。

インシデント対応の
効率化・迅速化

高度化・巧妙化するサイバー攻撃から
お客様の大切な情報資産を守るため、

迅速な検知・対応を
効率的に実現します。

セキュリティマネジメントサポート
TLPT

Tanium
Exabeam

グローバル対応 
グローバル拠点を持つお客様の

セキュリティガバナンス向上を実現します。
GDPR等海外の法規制への対応も

サポートいたします。

新しいリスクへの対策 
サイバー攻撃は日々進化しています。
新しい脅威や新しいアーキテクチャに

向けてのセキュリティ対策もお任せください。

ロードマップ策定
GDPR対応

製造IoTセキュリティ
AWSセキュリティ
匿名加工情報

 Identity Management

Authentication

Access 
Management

システムやリソースの利用者を認可する領域
システムやリソースの利用者アカウントが正しく認証
されているか、適切な権限を保持しているか等のア
クセス可否を確認する

アカウントの認証と認証連携を司る領域
利用されるアカウントの正当性を適切な認証方式で
確認する
また、システム間で認証結果を安全に共有する仕組
みを提供する

物理世界の人とデジタル世界のアカウントを
紐づける領域
1人1つのアカウント作成・更新・削除や配布を一元的
に管理する
内部統制を図るため、アカウントや権限、操作ログ等
を保全する

図 1　ソリューションのご紹介

図 2　ID管理と機能の全体像

8認証認可
～人を軸に～

7サイバーレジリエンス
～業務の可視化と検知・対応の
迅速化～
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付与や ID情報連携、シングルサイン
オンを実現する必要がある。（図２）
一方外出自粛の影響を受け、コン
シューマ分野においてはオンライン
ビジネスが伸びている。複数のブラ
ンドやサービスが連携し、消費者の
動向や履歴の分析、利便性向上のた

め、IDの一元管理やソーシャルロ
グイン導入のご相談が増えている。
この場合でも上記同様、Identityの
適切な管理と活用が重要となる。ま
たパスワードリスト型攻撃により不
正ログインされる事例が後をたたな
い。利用者の認証強化が必要である。

これらの課題はお客様または各シ
ステムの状況によって検討すべき事
項や範囲、対策方法が異なる。本技
術オファリングは、システムの現状を
分析し、お客様に適する Identityの
管理・認証・認可・連携機能を導入
検討から実装まで幅広くご提供する。

近年、レスポンスタイムやスルー
プットといったシステム性能に関する
要件が年々厳しくなってきており、シ
ステムによっては、性能が要件を十
分に満たせないことによってビジネス
に多大な損失をこうむる場合がある。

まかせいのう®とは、上述したシス
テムにおける性能問題の解決や未然
防止を行うための技術オファリングで
ある。アーキテクチャデザインから
フィージビリティ検証、性能設計、性
能試験、チューニングまでの一気通貫
のサービスを展開している（右図）。
最近では、グローバルでの性能問
題解決や性能アーキテクチャコンサ
ルティングのニーズが急増している背
景もあり、国内だけではなくワールド
ワイドにサービスを展開している。年
間では約 300 件以上、これまでに
2,300以上のプロジェクトでのシステ
ム性能における問題解決やプロアク

ティブな性能担保の両輪を担ってき
た経験とノウハウを集約・整備したド
キュメントやツールを活用した性能担
保力がまかせいのうの強みである。

最後にまかせいのう®が支援した
事例について紹介する。
某大手小売業様の販売管理システ
ムにおいて、日次の夜間バッチ処理
に 20時間かかり、目標としていた
6時間を大幅に超過した。この大幅
な超過により、各店舗が販売計画を

立てられない問題を抱えていた。
まかせいのう®が性能分析と
チューニングを行い、夜間バッチ処
理時間を 20時間から 4時間に、16
時間（80%）の短縮に成功した。こ
の短縮により、各店舗が最新の販売
計画を立てられるようになった。
また、この販売管理システムは将
来的にシステム基盤の更改を控えて
いたため、システム基盤の横断的な
性能リスクアセスメント実施の必要
性をお客様に提言した。性能リスク
アセスメント実施によって、明らか
になったシステム性能のボトルネッ

クを次期システ
ム更改検討時の
インプットに
し、システム基
盤の投資計画の
適正化や将来的
なシステム性能
問題の発生率低
減に貢献した。

性能品質担保のために開発の全工程をワンストップでサービス提供性能品質担保のために開発の全工程をワンストップでサービス提供 

 

性能問題解決サービス 

性能管理サービス
 
 
 

 

性能試験サービス 

設計 製造 試験 運用 システム企画 要件定義 

性能要件定義・
設計サービス

 

 

● 性能試験計画
● 性能試験実施
● チューニング

 
 
 

● 問題箇所の特定
   ・アクションプラン提示
● 性能リスク診断
● キャパシティプランニング

 

 
 

性能品質担保プロセス標準化サービス
● プロジェクトの性能品質担保プロセス策定・推進
● お客様の性能品質担保プロセス標準化策定・推進

● 問題箇所の特定・チューニング
● 第三者システムの性能問題解決

 
 

● 性能要件定義
● 高性能アーキテクチャ検討
● 性能検証
● サイジング
● 性能設計レビュー

 
 

 

まかせいのう
プロジェクトメンバー 

● 次期システム向け
   現行性能リスクアセスメント  

性能リスクアセス
メントサービス

● 高性能アーキテクチャデザイン、
   実現性検証

高性能アーキテクチャ
コンサルティングサービス

 

本技術オファリングの事例

まかせいのう®のサービスメニュー

9性能チューニング（まかせいのう®）
システム技術本部 デジタルテクノロジ推進室

部長　中川 晃一氏

DXの取り組みとして、クラウド
リフトやシステムアーキテクチャ見

製品の移行である。DB製品の移行
は簡単ではない。移行元 DBには

直しを進めるユーザが増えている。
このときネックとなるのが、DB

システム技術本部 デジタルテクノロジ推進室

部長　中川 晃一氏10DBのマイグレーション

本技術オファリングの概要



58 ビジネスコミュニケーション　2020  Vol.57  No.8

特 集
デジタル時代におけるＮＴＴデータの技術展開戦略
～技術オファリングの取り組み～

特 集
デジタル時代におけるＮＴＴデータの技術展開戦略
～技術オファリングの取り組み～

暗号資産の技術として、登場した
ブロックチェーン。
暗号資産に対する注目は落ち着き
を見せる一方で、ブロックチェーン
技術については、当初の技術的な課
題は克服されつつあり、またビジネ
スを進めるための法律の整備などの
課題も解消されてきている。
そしてトレーサビリティやセキュ
リティトークンといったテーマはビ
ジネス化に向けた動きが進んでいる。

本技術オファリングは、これらの
新しいビジネステーマを技術面で支
えるものだ。
　

本技術オファリングは、ビジネス上
の課題をブロックチェーン技術で解決
していく。ビジネス上の課題の中で、
企業間での情報連携（トレーサビリ
ティ）や価値の流通（トークン）の

課題を中心に解決していく。
例えば、契約業務。これまで契約
や商行為については紙ベースで情報
が連携されていた。Wordで作成し
た文書を印刷し、責任者の押印、そ
れを郵送、といった当たり前のタス
クを実施していたことだろう。紙
ベースの書類が重要、ハンコが押さ
れていた書類が重要という価値観が
あった。一方、コロナ禍の中、この
価値観を変えなければならなくなっ

企業間の情報や価値をセキュアに
つなぐ

システム技術本部 デジタルテクノロジ推進室

部長　徳田 浩氏11ブロックチェーン

あった機能が無かったり、オプティ
マイザの違いによる性能低下が起
こってしまったりする。また、DB

製品によって SQLの“方言”や使
用可能言語の違いがあるため、AP

移行自体の工数がかさんでしまう。
本技術オファリングはDB移行に伴う
不安を解消し、低コストで移行を成功さ
せるためのサービスを提供している。さ
らに、DB製品変更に伴うAP移行で
見落とされがちな、「性能を担保する」
ことを重視した取り組みを行っている。
　

1. アセスメント

DB移行でまず課題となるのは、
「DB移行に踏み切るべきかの判断」
「DB移行のコスト算出」である。
アセスメントでは、現行システムを
分析し、目的の DBへの移行が可能
か？　移行に際しての大きな課題は
何か？　現行ソースコードから変更
が必要な箇所はどこか？　をアセス
メントレポートの形で報告する。
これにより、DB移行のフィジビ

リティが可視化され、適切な計画を
立てることができる。
2. DB再設計

DB移行は基盤レイヤと APレイ
ヤに分けられる。

DB再設計は DB基盤レイヤ移行

全体をサポートする支援メニューで
ある。要求を実現する代替機能や方
式を検討し、時には不足する機能を
別のミドルウェアを導入することで
補完することも提案する。
3. SQL変換

SQL変換は APレイヤの移行を支
援する。現行 AP資産を、移行先DB

でも動作するように書き換え、同値
試験を行う。この際、「動けば良い」
ではなく現行同等の性能を担保する
ことも重要である。

現状では、移行先として OSS-DB

で汎用性が高い PostgreSQLを選択
する案件が多く、本技術オファリン
グでは OSSのコミッターも多数か
かえている。
また、あらゆる DB間の移行の壁

を低くすべく、移行元／移行先の
DB製品の対応種類を増やす施策を
進めており、システムのアジリティ
をさらに高める技術オファリングを
目指している。

SQL変換
 
 

変換後のSQL
　・ SQL変換、PL/SQL変換
　・ SQL性能最適化

SQL移行のノウハウがない

互換性がないSQLはどうするのか？
SQLの性能劣化はどうするのか？

DB再設計
 
 

各種設計書
　・ DB基盤設計/運用設計
　・ データ移行設計

DB移行のノウハウがない

サイジングは？パラメータ設計は？
スキーマ設計は？データ移行は？

アセスメント
 
 

アセスメントレポート
　・ 移行の課題とアクションプラン
　・ SQL変換の規模感

企画 

移行の実現性がわからない

移行課題は何か？性能は大丈夫か？
SQL変換はどのくらい大変か？

   

開発

サービス
メニュー

アウト
プット

課題

プロアクティブな性能最適化プロアクティブな性能最適化

サービスメニュー

PostgreSQL への移行サービス内容
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た。ITのみで契約業務を進める必
要が出てきた。
この課題に対して、ブロックチェー

ン技術の特徴のうち、改ざんが困難
な分散台帳という特徴に着目する。

ぐといった効果が期待される。
また、ブロックチェーンは、Webア
プリケーションなどの仕組みとセットで
利用することで、入力ミスや記載漏れ
といった書類ベースの業務で起こりや

すいトラブルも未然に防ぐ。
本技術オファリングは、これ
らの課題を解消するためのサー
ビスとして、検討フェーズから
商用実装フェーズまで、お客様
の検討ステージに応じて 4つの
サービスメニューを展開してい
る（左図）。
人々や企業を繋ぐことの価値
に着目し、繋ぐための仕組みづ
くりを本技術オファリングでは
提供する。

契約に必要な情報をブロック
チェーンで管理することで、契約書
類の改ざんを防ぐこと、弁護士や監
査法人もこの情報にアクセスするこ
とで、不当な契約上のトラブルを防

お客様のブロックチェーン検討ステージに応じて、４つサービスを展開お客様のブロックチェーン検討ステージに応じて、４つサービスを展開

コンサルティング プロフェッショナルサービス

アセスメント&デザイン 実証実験運営 BCプラットフォームトレーニング

適用対象となる業務の
分析や設計を対応

実証実験用AP開発や
フィールド対応を提供

ブロックチェーン
プラットフォームの導入

ブロックチェーン適用に
向けたビジネス・
技術トレーニング

現行の業務フローから、ブ
ロックチェーンを適用する
ためのフローを整備する。
複数の会社に跨る業務で
も、それぞれの会社の業務
を分析いたします

アジャイルによる短期間で
のプロトタイプ開発や複数
企業が参観する実証実験運
営について対応いたします

これまでの活動を通じて得
られた商用水準の知見をも
とにプラットフォーム設計、
構築を対応いたします

ビジネス化を見据えたワー
クショップ等を実施。ブロッ
クチェーンの誤解を解きつ
つ、適用シーンを深く理解
することが可能です

ビジネス化検討ステージ 実証実験ステージ 商用化ステージ

Blockchain
Acceleration
サービスメニュー

お客様の
ブロックチェーン
検討ステージ

サービスメニュー

2019年に施行された働き方改革
関連法を受け、「柔軟な働き方がし
やすい環境整備」として、また、
2020年に予定されていた東京オリ
ンピック、パラリンピック開催期間
中の都心の混雑緩和を目的に、多く
の企業がテレワークの導入を中心に
コミュニケーションに関する領域の
SaaS活用の導入検討を進めてきた。

大企業における働き方改革に関し
て、１年といった期間をかけ、念入
りに計画立案および導入効果の試算
を進める。しかし、COVID-19（新型
コロナウイルス感染症）の拡大によ
る政府からのテレワーク要請を機に、
短期間での対応を余儀なくされた。
また、緊急事態宣言解除後も

１）場所にとらわれない「セキュア」
なリモートアクセス環境の提供
２）SaaS活用による働く環境のコ
スト削減（所有から利用へ）
３）非対面・非接触でのリモート業
務の実現
本技術オファリングでは、NTT

データにおける大規模 OAインフラ
の導入などの実績を元に、「グランド
デザイン」、「デリバリ」の領域につ
いて支援を行っている。また、2020
年度は、いままで以上に業務を効率
化し、生産性の高い状態を生み出す
ための戦略や指標を定量的に示すた
めの「アセスメント」を提供する。
＜グランドデザイン＞
お客様の視点で、全体を俯瞰した
最適なグランドデザインを描き、投
資対効果などの観点から中長期的な
導入計画、ロードマップを策定する。

Withコロナの時代における働き方
に新たな課題が生まれた。
具体的には、コールセンタやシス
テム開発業務などセキュリティ要件
が高い分野へのリモートワーク導入
検討、更にはペーパレス・印鑑レス
など非対面・非接触の業務改革が求
められている。これらの課題に対応
すべく多くの企業が働き方改革に関
する IT・デジタル戦略上の優先度
を上げている。

本技術オファリングは、新たな課
題解決の要望に対応すべく、OAイ
ンフラの提供だけでなく、業務改革
の促進に寄与する。

DXによる働き方の変革のポイン
トは以下の３つが不可欠と考える。

システム技術本部 デジタルテクノロジ推進室

部長　土井良 篤氏

With コロナにおける働き方の
新たな課題

DXで働き方を「変革する」！

12働き方変革
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本技術オファリングは、先進 AI

技術を NTTデータのお客様のビジ
ネスにいち早く提供し、お客様のビ
ジネスの拡大に貢献することを目的
とする。本技術オファリングを提供
する技術開発本部では、最新の AI

技術の動向を常に把握し、高度な
AI技術ノウハウを有する技術者に
よるプロフェショナルサービスを展
開している。
技術オファリングとしては、ビジ
ネスとしてニーズの高い、審査、バッ
クオフィス、ヘルスケア分野の AI

技術のソリューションを中心に先進
AI技術を展開している。
審査 AIソリューションは、年々、
膨大に増えていく審査業務を効率化
し、審査業務のスピードアップと稼

高度化に向けたソリューションを展開
する。人手のかかる労働集約型業務
の自動化、問合せなどの知識集約型
業務の効率化・自動化を目指す。
BERT、知識グラフ、AI-OCRなどの
自然言語処理を中心とした技術を使っ
てバックオフィスの高度化を実現する。
ヘルスケア AIソリューションは、
特定の疾病だけでなく臓器のさまざま
な異常を検出可能となる画像診断 AI

や、医療従事者と患者との対話を記
録してカルテの自動生成を行う医療
情報NLP（自然言語処理）技術を使っ
て、医療機関の従事者の業務を省力
化できる仕組みを実現する。

本技術オファリングは、技術開発
本部が主体となって先進 AI技術に
関する高度な知見やノウハウを持つ
技術者が技術コンサルティングから
PoC実証、実ビジネスへの展開まで
提供することで、先進 AI技術の活
用した世の中にまだ存在しない新しい
「形」（ユースケース）を、お客様と
ともに深掘りし生み出していく。NTT

データでは、本技術オファリングを通
して、お客様のビジネスへの貢献、
さらに、社会への貢献をしていく。

働削減を実現しつつ、ベテラン・専
門職の審査判断・決定を品質向上さ
せる仕組みを実現する。例えば、空
港の X線荷物検査では、検査官が
大量の荷物に対して申請書の申請内
容を確認し、荷物の X線画像で不
正品かどうかを確認する必要があ
る。審査 AIソリューションを適応
すると、AIで申請書の申請内容を
抽出し、荷物の X線画像から物体
検出を行い、申請内容と物体検出結
果の両方の観点から不正と疑われる
場合アラートを上げる。AIで検査
官の判断をサポートすることで検査
自体の質を向上させることができ
る。このように、人間のようなさま
ざまな観点で総合的に判断するマル
チモーダル AI技術、判断根拠を説
明する説明可能 AI技術、これまで
のノウハウを蓄積した審査 AIに特
化した方法論を用いて顧客の審査業

務の高度化を
支援する。
バックオフィス

AIソリューション
は、バックオフィ
ス業務（庶務・
総務・経理・財
務・人事労務・
法務）の効率化・

技術開発本部 AI 技術センタ

部長　根本 宗記氏

先進AI 技術を実ビジネスに

13AI

お客様と新しい「形」を作る

ツール

リスク抽出

整合性チェック

トレンド抽出

文書要約

FAQ検索

機械読解 

帳票認識・
読取

画像診断AI

Smart ICU

医療情報NLP

ソリューション名 バックオフィスAI ヘルスケアAI審査AI

大規模案件審査AI（モデリング）

ターゲット
（業界・顧客層）

オフィス業務を中心とした
大企業、省庁

医療機関、
医療提供サービス省庁、金融機関

マルチモーダルAI

説明可能AI

審査AI方法論

サービスの概要

＜デリバリ＞
様々なOA系 SaaSソリューション
を組合せた導入案件において、過去
案件での導入実績をベースに、円滑
かつ高品質な環境構築を支援する。
＜アセスメント＞
社員の働き方を見える化し、業務

効率化やコスト削減へつなげる効果
的な施策を立案し、定量的な目標の
指針や改善策を提示する。

Withコロナの時代、経営者は今

までの延長線上にある働き方改革で
はなく、再度の感染拡大を想定した
業務継続と生産性の確保を求めてい
る。本技術オファリングでは NTT

データの持つ様々なソリューション
を組合せ課題解決の実現を目指す。

今後の展望
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ナレッジ・マネジメントは古くか
ら各企業で生産性や競争力向上を狙
いとして企業経営に活かすことが取
り組まれており、その意義は認識さ
れている一方で定着の難しさも報告
されている。そして現在はデジタル
時代になり、さらに昨今「新しい生
活様式」が提唱されている中で、企
業経営も変化を余儀なくされてお
り、もう一度ナレッジ・マネジメン
トの意義について考えてみたい。
デジタル化によって企業内情報の
デジタルデータ化が進み、データの
つながりを明らかにする、すなわち、
“見える化”をすることで生産性・競
争力向上の具体的な打ち手を検討す
ることが可能になった。そして「新し
い生活様式」においても、人と人と
のコミュニケーションのデジタル化が
進み、それにより人的経営資源デー

タである Know-

Who の“見え
る化”も有用性
が増している。
したがってこれ
からの時代はそ
れらデータを有
効に活用するこ
とが企業経営の
生産性・競争力向上のポイントにな
り、そのためのナレッジ・マネジメ
ントの重要性が増してくると考えら
れる。

本技術オファリングは、これから
の時代に即したナレッジ・マネジメ
ントを実現し、企業経営の生産性・
競争力向上をサポートするサービス
である（上図）。NTTデータのグルー
プ会社 everis が開発した everis 

Knowlerを活用し、様々なデータの

高度な分析とそれら結果の“見える
化”によって、生産性・競争力向上
の打ち手の検討を可能にし、さらに
NTTデータ内で実践したナレッジ・
マネジメントの事例、ノウハウをも
とに Knowledge Management Office

（KMO）によるサポートも実施する。
これにより従来の課題であったナ
レッジ・マネジメントの定着につい
ても、その解決を図ることを狙って
いる。この技術オファリングをこれ
からの時代の企業経営の生産性・競
争力向上に役立てていきたい。

デジタルワークプレイス推進室

室長　渡辺 真太郎氏

なぜ今ナレッジ・マネジメントが
必要なのか？

14ナレッジ・マネジメント

everis Knowler KMOデータレイク  

 Know-Who 

Portal

Search 

PJ 

Knowledge 
Profile 

History 
人の検索 人と人の仲介

情報の検索 新Knowledge
の生成

管理

加工・生成

配信

収集・蓄積

ユーザー ナレッジ
マネージャー

Knowler と KMOによる「知の探索」を実現するノウハウ

データのつながりの“見える化”を
活用したナレッジ・マネジメント

昨今、企業の事業創出において、
ユーザー体験を意識した「サービス
デザイン」の重要性が高まり続けて
いる。デザインマネジメント国際団
体 DMI（Design Management 

Institute）の研究発表「Design Value 

Index 2015」においても、『「デザイン」
を重視する企業は、その他の企業に
比べて 2倍の成長を遂げている』と
報告されている。イノベーションラ

やカスタマージャーニー設計など
ユーザ視点での仮説・検証を実施し
ながら、お客様の課題を解決する。
2. 攻めのDX
新規事業の創出を目的とし、デザ
イン・ビジネス・技術など、事業創
出をサポートする各分野の専門家が
プロジェクトに参画し、従来には無
い多様な視点から、お客様の新規
サービスの立案や事業の方向性定義

ボは、グローバルでの人材・ノウハ
ウを活用しお客様のビジネスをサー
ビスデザインの視点から支える。

1. 守りのDX
既存事業の強化を目的とし、既存
ビジネスやシステムの現状について
UXの観点から分析し、ユーザ定義

システム技術本部 デジタル技術部

部長　渡辺 健彦氏15サービスデザイン

本技術オファリングの3つの柱



62 ビジネスコミュニケーション　2020  Vol.57  No.8

特 集
デジタル時代におけるＮＴＴデータの技術展開戦略
～技術オファリングの取り組み～

特 集
デジタル時代におけるＮＴＴデータの技術展開戦略
～技術オファリングの取り組み～

を支援する。
3. 人材育成
お客様自身のイノベーション創出
力の向上を目的とし、サービスデザ
インに関する研修・OJTなどを提供
し、長期間に渡り伴走型で組織・人

タマイズし、よりお客様のニーズに沿
うプロセスでプロジェクトを進めている。

サービスデザインはもともと、デ
ザインスタジオ等の場でステークホ
ルダが一堂に会しワークショップ形
式で進めるのが一般的だが、本技術
オファリングでは、オンラインでの
手段も検証し、すでに適用している。
今後のサービスデザインプロジェ
クトは、お客様にベストな形態で実
施していく。

材の育成を支援する。

NTTデータのサービスデザイン
はグローバルで 16拠点を有し、事

例やノウハウを
共有している。
また、グローバ
ル統一のメソドロ
ジーを体系化し、
実用においては各
国のニーズに応じ
てデザイナがカス

オンラインでも実施可能

プロセス・ツールを標準化し、デ
ジタル活用による運用の『働き方変
革』を推進する。

現状の運用上の課題として先ず挙
げられるのは、プロジェクト単独でい
くらコスト削減を図ろうと努力しても限
界があるという点である。運用改善
を行ったプロジェクトのうち、そのほと
んどが数%のコスト削減に留まってい
る。一方でコスト削減に要する投資
額は少なくないため、十分な投資効
果が得られないとして改善に踏み切る
ことすらできない案件も少なくない。
次に課題として挙げられるのは、各

プロジェクトが従来のプロセスやツー
ルによるレガシーな働き方に縛られて
いる点である。関係者とのチャネルは
メール、電話、チャットといった具合に
多様化し、属人化された業務や非効
率なマニュアル作業が無くならない点

である。これらの課
題に対して我々が考
えたアクションは、個
別最適ではなく全体
最適の運用を実現す
ることである。プロセ
スとツールを標準化
することにより、属人
作業が排除されるだけに留まらず、運
用要員がプロジェクトを跨いで共用可
能になる。さらに運用要員の配置も集
約することにより、オペレータの待機
稼働率を低減し、より多くの業務を効
率的に遂行することが可能になる。結
果として、削減された経営資源（コスト、
ヒト）をコア業務へシフトすることで顧
客業務の成功を強力にアシストするこ
とができると考えている。

本技術オファリングでは、コンサ

ルフェーズから『理想的な運用』を
構築するデリバリフェーズまでそれ
ぞれのフェーズに対応するアセット
を提供している。コンサルフェーズ
ではコンサルメソッドの提供及びコ
ンサル人財による運用コンサルティ
ングを行う。具体的には、既存運用
のアセスメントを行い、理想運用へ
のロードマップを策定し、投資効果
を ROIとして提示する。デリバリ
フェーズでは運用集約における標準
ツ ー ル と し て 推 奨 し て い る
「ServiceNow®」の導入を強力に支
援する。豊富なナレッジと高い技術
力で案件毎にベストプラクティスを

L3
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L2

L6

L1
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Rule-based Process

Digital and Automation
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IT Infrastructure  
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Automation Module
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Digital and Automation
Platform 
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IT Configuration Service Customer/Business

SOARDevOps RPACMP

ITIL SIAM SOAR TERASOLUNA

ITSM ITOM Security

Mobile SmartWatch  Portal ChatBot  

CMDB

Module

Process

Platform

UI/UX

IaaS Public Cloud Private Cloud VPN Network

個別最適の限界と根強く残る
レガシー運用

『DXを加速化させる高度なプラット
フォーム上で実現する理想的な運用』へ
向けた 3つのアセットを提供

運用集約プラットフォーム ： REP
（Reliability Engineering Platform）

システム技術本部 生産技術部

部長　我妻 智之氏16運用集約

本技術オファリングの体制

グローバル 16拠点、
多様な事例とノウハウを活用
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今後の展開について
適用し、最短でのローンチに貢献す
る。さらに開発・運用業務における
DXを加速化するためのインフラ
（セキュアな運用 NWを含む IaaS、
PaaS）とその上の標準テンプレート
を運用ソリューションとして提供し
て、コスト削減を図る。

さらなる効率化の対象領域として、
今年度は維持保守領域の対象業務の
見極めと原価額規模の算出及び、運
用集約プラットフォーム（左頁図）の
アセットの拡充を図る予定だ。具体的

には、セキュリティ領域、AP資材管
理領域、予防保守・障害予兆検知な
どの業務について検討を進めている。
また、運用集約の取り組みを継続
することで、リモートワークや自動オペ
レーションなど、ニューノーマルを見据
えた開発・運用業務における働き方
変革を達成すべく、活動を続けていく。

 　

デジタル技術の進展により、デジタ
ルビジネスの隆盛が顕著となっている
が、NTTデータでは 2021年度末に
おけるソフトウェア開発売上の過半は、
引き続きウォーターフォールを中心とす
る従来型開発が占めると考えている。
デジタル領域に比べ、従来の開発
では既存の運用が足かせとなり、総
じてデジタル技術の導入が遅れてい
る。しかしどの現場においても、よ
り一層の開発効率化が求められてい
るのに加え、開発案件自体が多様化、
スピード化しており、デジタル技術
の積極的活用による生産性向上が喫
緊の課題である。

そこで本技術オファリングでは、
以下の取組みを通じて多様化、ス
ピード化が求められる全社のシステ
ム開発現場の生産性向上を狙う。
＜開発環境・開発プロセスモダナイズ＞
既存の運用や追加開発による繁忙
で、新たな開発環境や開発プロセス
の導入により、品質・生産性を高め

るようなチャレ
ンジに手が回ら
ない現場は少なく
ない。そこで、パ
ターン化した検証
済み開発環境とそ
れにフィットする
開発プロセスを策
定し一括で提供するだけでなく、新
たな運用の定着まで現場と一体と
なった開発環境・開発プロセスのモ
ダナイズを推進している。
また、ひとたび開発効率が向上し
た現場についても、更なる生産性向
上のため一歩先の先進技術の導入を
促し、改善の歩みを止めぬよう働き
かけを続けていく。
＜超高速ソフトウェア開発＞
クラウド技術の進展により、プ
ラットフォーム上で開発が完結す
る Low-Code Platform（ 以 下、
LCP）が台頭してきており、LCP

製品を担ぎ圧倒的な生産性をあげ
る事例が増えている。一方で、
LCP製品は有償・オープンソース
も含めると 200以上もあると言わ
れており、どの LCP製品が適切か、
現場が検討すべき内容も多岐にわ
たる。そこで、LCP製品に係る問

合せ対応だけでなく、見積もり手
法や開発プロセスの策定・導入、
技術サポートなど、各現場のニー
ズに応じた支援を行っている。

システム開発の多様化、複雑化、
スピード化は今後ますます進展し、
PMや開発者などプロジェクトに関
わる技術者は、更なる開発効率化を
求められ続けることは間違いない。
本技術オファリングでは、開発現
場をサポートするだけではなく、プ
ロジェクトに関わる技術者の育成も
手掛け、2021年度末には全社で
1,000人規模のプロフェッショナル
を育て、開発現場が自律的に生産性
向上プロセスを回せることを目指し
ていく。

システム技術本部 生産技術部

部長　太田 啓文氏

開発プロセス
モダナイズ支援
PMO支援／
テスト支援

TERASOLUNA LiTETM

PMワークベンチ

超高速
ソフトウェア開発
スピード開発を実現

Outsystems®

Everis社CAD

salesforce®

SERVICENOW®

Intra-mart®

開発環境
モダナイズ
開発環境の
極小化を実現
Microsoft Azure®

DOCKERコンピューターソフトウェア

GitTM

ソフトウェア開発の多様化・
スピード化への対応

ソフトウェア開発の生産性を
「変える」！

今後の展望

サービスの概要

17生産性革新


