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1 IT マネジメント室の取り組み

グローバルで質の伴う成長を目指すとともに
既存システムの更なる安定運用を実現
NTT データグループの社内情報システムの開発や運用を担当している IT マネジメント室は、既存システムの安定運用を
ベースとしつつ、グローバルで質の伴った成長を目指した新しい取り組みにも積極的にチャレンジしている。ここでは、
大規模システムトラブル発生を想定した情報共有体制の確立と速やかなサービス復旧訓練、マルチテナント型クラウドシ
ステム、グローバルレベルの IT 最適化やガバナンス強化の情報集約の取り組みを紹介する。

社内情報システムの大規模トラブル発生に備えた
環境整備と対応訓練
当社の 100 を超える社内情報シ
ステムは、その大半がプライベート
のクラウド基盤上に構築されてい
る。このクラウド基盤自体が機能不

取り組みの背景
シ ス テ ム ト ラ ブ ル 発 生 時 に は、

全に陥るような大規模トラブルが発

メールやイントラサイトなどが主な

生すると、メールによる連絡など通

コミュニケーション手段となるが、

常の復旧手順では対応しきれない状

これらのサービスは NTT データの

況が発生し、サービス復旧に多大な

プライベートクラウド基盤（以降、

株式会社 NTT データ
技術革新統括本部 IT マネジメント室
システム管理担当
課長代理

西野 弘昭氏

時間を要することになる。そこで、 「社内情報システム共通基盤」）上で

サービスを用いずにコミュニケー

大規模トラブルが発生した場合で

提供しており、社内情報システム共

ションパスを確立する必要があり、

も、サービス停止時間を可能な限り

通基盤自体のトラブル発生時にはコ

具体的には、Microsoft Teams（以下、

短縮し、速やかなサービス復旧につ

ミュニケーション手段に大きな影響

Teams）などの Web 会議サービス

なげるべく、新たなリカバリ環境の

を及ぼすリスクがある。

/Microsoft OneDrive（ 以 下、One

整備と大規模トラブルを想定した対
応訓練を実施した。

そこで、このようなトラブル時に

Drive）といったパブリッククラウ

は、社内情報システム共通基盤上の

ドを中心とした汎用サービスを活用
したリカバリ環境を整備した。

大規模トラブル対策本部

重要リリース案件を
有する社内関連部署

幹部

組織長

ウントを準備、常時会議開始可能ア

大規模トラブル復旧事務局

広報班

復旧班
サービス提供中の
システムを有する
グループで有事に指揮を執る
社員＋協働者および課長

サーバー
チーム

機能主管

図1

36

コミュニケーションを図る手段とし
て Web 会議を常設化（専用のアカ

社内システム総括責任者
ネットワークインフラ総括責者

運用統制
チーム

トラブル発生時の音声での迅速な

周知掲載班

エンドユーザー

大規模トラブル対応体制図

労務担当

ドレスとして関係者間共有）すると
ともに、リカバリ対応中の各システ
ムの情報や対策会議の結果などの円
滑 な 情 報 共 有 を 図 る 媒 体 と し て、
Teams 上に関係者全員がアクセス
可能なリカバリ専用チャネルを設置
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した。

2020 年 9 月 17 日

なお、Teams のリカバリ専用チャネ

き、有効な対応策を整理した

13:00-14:00

◎訓練参加者から有益な意見を収集

実施形態：

ルには、リカバリ対応を即座に立ち上

リモート会議（訓練参加者はWeb

でき、今後の対応方針を明確にした

げるために必要となる手順や様式類

会議およびTeamsにて参加）

◆考察

をコンテンツとして、組み込んでいる。

◎ 在宅勤務中心の勤務体系下で、大

実施体制：

リカバリ環境整備後に対象となる

組織長を長とし、各システムを所

規模トラブル発生時の初動対応で、

トラブルは発生していないが、各シ

掌・運用する責任者 / キーマン（社

情報共有手段として常設した Web

ステムを所掌する管理者およびキー

員および協働者＝ 155 名）

会議を使って開催した対策会議や、

マンが訓練を通じた復旧作業を体感

◆訓練のシナリオ（表 1 参照）

対応事項を含めた復旧までの流れの

することで、有事の際の迅速かつ円

シナリオ 1：

確認を情報共有手段として設けた

滑な対応ができるように本訓練を企

トラブル発生の初期状態を想定し

Teams のリカバリ専用チャネルを

画、実施した。

た対策会議を開催し、訓練内容を

用いるなど、新たな情報共有手段を

確認

的確に利用することができている

なお、本訓練の実施計画は 2019
年秋頃から進めていたが、折しも

◎ トラブル発生時の情報共有手段

シナリオ 2：

2020 年は COVID-19 感染予防対策

暫定復旧後を想定した対策会議を

を本トラブル発生までに訓練として

でテレワーク環境が拡充し、在宅勤

開催し、システム状況を確認

体感できた事で、顕在化した課題の

務中心の勤務体系となっており、こ

対策を整理・対応できたことは大き

シナリオ 3：

れはトラブル発生時の対応体制を構

訓練の振り返りと反省会を開催し、

く（課題と対応方針は表 2 参照）、今

築する上でも同様であり、訓練の必

訓練の質問／改善点をヒアリング

回の訓練で得た経験を実際のトラブ

要性が高まる形となった。

ル発生時に活かすことが期待できる

訓練結果と考察

トラブル訓練の内容

今後の取り組み

◆訓練結果

今回はトラブル発生時のコミュニ

◎訓練はシナリオ通りに進められ、

◆訓練の目的
社内情報システム共通基盤のトラ

大規模トラブル発生時の初動対応や

ケーションパスについて、各システ

ブル発生を想定し、今回新たに整備

関係者へのタイムリーな情報発信

ム所掌の責任者 / キーマンが Teams

したコミュニケーションパスに問題

が、あらかじめ想定した時間内に完

などの Web 会議を実際に体感する

がないか、各人の役割とコミュニケー

了した

こともでき、参加者の声などからも

ションパスに不備がないかを確認し、

◎ Teams などの Web 会議を活用し

有意義な訓練を実施することができ

必要に応じて改善点を洗い出す。

た対策会議で、各人の役割と情報共

た。今後はさらに故障復旧手順の確

◆訓練の実施方法

有の手段（コミュニケーションパス）

認などをシナリオに盛り込み訓練を

訓練開催日：

などの課題を顕在化することがで

定期的に継続実施行っていく。

予
定

内容
【トラブル発生初期状態想定】

1 トラブル時情報共有の常設Web
会議を使った対策会議の開催

実
績

実施事項

20 15 ●訓練の目的/進め方/想定の説明
分 分 ●トラブル発生時の流れの確認

課題

【暫定復旧後想定】
2

●Teamsリカバリ専用チャネルへの参加、
20 25 および参加者を確認
トラブル時情報共有用の常設
Web会議＋Teamsリカバリ専用 分 分 ●システム状態確認ファイルへの
ログイン状況可否の記入
チャネルでの対策会議の開催
●TeamsなどのWeb会議による訓練に

20 15 ついての質問/改善点などをヒアリング
分 分 ●Teams「ご意見箱」で訓練の意見収集

3 訓練の振り返り・反省会

表１
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対策方針

アクセス集中に伴うTeams内
OneNoteやファイルサーバ上の
1
共有ファイルにアクセスできない
事象の改善

●調査結果などの書き込みでは同時となりにくいが、対策
会議進行によりアクセス集中を回避する
（訓練時も同様）
●参照については進行するWeb会議の画面の参照を基本
とし、真に必要な場合のみファイルを開くよう案内する

システム復旧用の情報（システム状態 ●基本はTeamsリカバリ専用チャネルを使用する
確認表、復旧対応チェックリストなど）
※故障に備え、Teamsとファイルサーバの両方を利用できる

2 がTeams
（OneNote）上と組織内ファ

イルサーバなどに分散する。マスタファ
イルを集約化管理する必要がある

3

Web会議などの対策会議アドレスの
事前公開内容について

表2

ようにしておくことは継続する
※課題1と同様、対策会議進行でアクセス集中を回避する

●Web会議アドレス情報
（ダイアルアップ環境から接続時の
専用パスワードも含む）
を事前および恒久的にポータル
に掲載する

(※本アドレスは今後の真のトラブル発生時も同じアドレスを利用)

課題と対応方針（例）
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グローバル企業におけるクラウドサービスの
マルチテナント型活用
NTT データは OpCo（Operating

た。 その結果、１例として挙げる表

Company）ごとに、現地の顧客ニー

3 のような議 論を経て、2019 年 春

ズにきめ細かく応じることが求めら

にマルチテナント型への移行を決定

れており、NTT データ本社の情報

し、翌 2020 年春に完了した。

システム部門には、多種多様な要望
が寄せられる。ここでは、OpCo 個
別の要件を満たしつつ、NTT デー

〔左〕株式会社 NTT データ
技術革新統括本部 IT マネジメント室
システム開発担当

マルチテナント化の課題と
解決策

タグループ全体の IT 最適にも寄与

Microsoft 365 は、複数のテナン

する「マルチテナント型」のクラウ

トで同一のメールドメインを持つこ

ドシステム活用事例を紹介する。

とができず、テナントごとに異なる

課長

〔右〕株式会社 NTT データ
技術革新統括本部 IT マネジメント室
システム開発担当

課長

ドメインになるという制約がある。

Microsoft 365 の
マルチテナントへの移行
現在世界中で利用が加速している

浜田 聡太郎氏

岸澤 大介氏

これが、クラウドサービスでマル

そこで NTT データでは、この課題

チテナント型の構成を取る上でのポ

を解決するために、メールアドレス

イントである。共通部分が多いと個

変換 Gateway を構築・導入した。

別の要件を満たす事が難しく、アジ

クラウドサービスの多くは、シング

これは、社外と送受信するメール

ルテナント型の利用を基本としてい

のドメインを、Microsoft 365 の実

集約と分散のバランスを考慮した構

る。NTT データにおいても、多く

ドメインから nttdata.com に変換す

成とすることが重要だ。

の OpCo で同じメールドメイン（以

る仕組みである。これにより、複数

下、nttdata.com）を用いる要件を

の Microsoft 365 テナントにおいて、

実現にあたっては、メールアドレス

満たすために、Microsoft 365 をシ

nttdata.com ドメインのメール利用

の単一性と変換テーブルを管理する

ングルテナント型で利用していた。

を可能にする。

IDM（Identity Management）とし

しかし、OpCo ごとに異なるセキュ
リティ要件やガバナンス要件を、1 つ
のテナントで満たすことが難しくなっ
てきたため、NTT データのグローバ

リティを損なうリスクが増すので、

メールアドレス変換 Gateway の

て Okta、メールアドレスの変換と

マルチテナント化のポイント

振り分け処理には Proofpoint を用い
ている。

最適化の検討は最大のスコープ

これらの機能は、全 OpCo で一貫

ル戦略上の重要な観点を踏まえて、

で実施するが、システムの共通部分

性が必要となるために共通システム

テナント構成モデルのあり方を議論し

はあえて最小にする

となるが、それ以外の機能、例えば

観点

メールアドレス ○
・
・同一のメールアドレスドメインを利用可能

・テナントごとに異なるメールアドレスドメイン
△
(同一ドメイン利用には外部ソリューションが必要）

・他OpCoへの影響調査が必要な設定変更

ビジネス
アジリティ

× や新機能利用に時間を要する

コラボレーション

・テナント内でのチャット、
ファイル共有、
○ データ分析などの機能が障壁なく利用可能

セキュリティ

・システム管理者が全OpCo情報を参照可能
・テナント間で論理的な壁があるため、
△ ・テナント内ではデータ授受の自由度が高く、 ○
OpCo(テナント)ごとのデータ管理が容易
OpCo単位での制御が困難

GDPR

△ ・物理的な保管地域を分けるため、EU圏の
ユーザーにはMulti-Geoライセンスが必要

*1

凡例

・あるいは要件の相違により実現不可

○

△

・OpCoごとの判断で設定変更や新機能利用
が可能
・OpCo(テナント)間の連携は、ゲスト招待の
ような手間を要し、機能が一部限定される
・データ分析スコープがテナント内に限定

・OpCo(テナント)ごとにMicrosoft 365が
○ 利用する物理的なデータセンターを分ける
ことが可能

*1：EU一般データ保護規則
○ ＝ 問題なし、 △ ＝ 問題があるが致命的ではない、 × ＝ 重大な問題がある

表3
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マルチテナント

シングルテナント

Microsoft 365 テナント構成の比較

Internet

Okta
アドレス変換
テーブルをFeed

to:nttdata.com 宛先を実ドメイン

Proofpoint

に変換し転送

Global POD

to:aaa.nttdata.com to:bbb.nttdata.com
Proofpoint

OpCo A POD

Proofpoint

OpCo B POD

to:ccc.nttdata.com
Proofpoint

OpCo C POD

セキュリティ設定はOpCoの固有部分を中心に持たせる
Microsoft 365

（aaa.nttdata.com)

OpCo A テナント

図2

Microsoft 365

（bbb.nttdata.com)

OpCo B テナント

Microsoft 365

（ccc.nttdata.com)

OpCo C テナント

マルチテナント環境で単一メールドメインを実現する構成
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メールセキュリティ機能などは、あ
えて OpCo 個別システムとして別テ
ナントに切り出すことで、OpCo ご
とに、きめ細やかな判断や設定変更
ができるようにしている。
（図 2 参照）

今後の取り組み

すると予想される。NTT データグ
ループは、情報システム部門間のグ
ローバル連携スキームを活かし、全

クラウドサービスの市場規模が急

OpCo と連携した技術検証を行うこ

速に拡大する中、企業の既存システ

とで、クラウドサービスの適切な利

ムのクラウド化は、より一層本格化

用の仕方を追求していく。

Global な NTT データグループの
社内情報システムの俯瞰情報と活動事例を紹介
全世界でビジネスを展開する NTT

拡大する海外事業の一体的かつ効率

データグループにおいて、各 OpCo

的な運営体制の構築などを目的とし

の社内情報システム部門では、多種

た機構改革を行った。

多様な地域・人材・ビジネスを支え

Global 連携においても国内と同様

るシステムを提供している。IT マネ

に共有システムの導入促進や社内情

ジ メ ン ト 室 で は、2016 年 度 か ら

報システムの重複投資の防止は急務

NTT データ本社が開発・運用する

である。しかし、検討に際して、各

国内外の社内情報システムの事例を

OpCo のネットワークやシステムの

紹介する「IT 白書」を制作してい

俯瞰的な把握が課題となっていた。

株式会社 NTT データ
技術革新統括本部 IT マネジメント室
企画担当
主任 江口 萌氏

ラウド化の促進やコミュニケーショ
ンツールの導入など、OpCo の先進

るが、Global にも焦点をあて、NTT

この解決の一助として、Global 版

データグループの社内情報システム

IT 白書では、システムの所有状況や

の全体像の把握と特長的な活動事例

ネットワークの概要図を制作（図 3 参

の紹介を目的とした「Global 版 IT

照 ）。OpCo の特 長の把 握や OpCo

類似の課題を抱えていたり、同様な

白書」を制作した。

間の比較を可能にし、Globalネットワー

取り組みを検討している OpCo への

クの概要の把握や OpCo の IT 戦略

情報共有を狙って、全 OpCo から活

作成時の参考として活用されている。

動事例を収集。NTT データグループ

Global 連携における
社内情報システムの課題
2005 年、NTT データグループは
M&A による海外進出および海外へ
の技術展開を積極化。2011 年には、

全 OpCo の全面協力を得て
活動事例を共有
Global 連携を深めるにつれて、ク

的な取り組みを知る機会を得た。
そ こ で、Global 版 IT 白 書 で は、

全体で活用できるものを選定して掲
載した。執筆にあたっては、指揮を
執った NTT データ本社だけではな
く、各 OpCo の社内情報システム部
門も担当している。

今後の取り組み
Global 版 IT 白書では OpCo の現
状を見える化した。現在は、Global
を含めた NTT データグループ全体
としての取り組みの立案やロード
マップの策定を進めている。
図3

NTT データグループの拠点と社内情報システム部門の特徴
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