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中期経営計画「Your Value Partner 

2025」に基づいて、DXにより社会
的課題解決を目指して事業活動を展
開する NTTグループでは、「お客さ
まの DX推進をサポートする」、「自
らの DXを推進する」の 2つを基軸
に DX推進施策を展開している。こ
の 2つの施策のうち自らの DXすな
わち、インターナル DXをドライブ
する組織が、総務部門の ITガバナ
ンス担当を母体にして 2018年 9月
に技術企画部門内に新設された IT推
進室だ。総勢 15名（日本人 2/3、
外国人 1/3）の少数精鋭部隊だが、
NTTグループの社内システムの開発
を手掛ける NTTコムウェアの支援
を得て取り組んでいる。

DXの目的は、デジタル技術の活
用によるビジネス価値の実現と競争
優位性の確保である。そのためには、
・ビジネス環境変化への即応性
・顧客や社会のニーズへの即応性
を実現するためのデジタル変革でな
ければならない。

IT推進室の駒沢健担当部長は、
「我々のガバナンスの範囲は、海外

グループ会社を含め約 1,000社に及
びます。もともと策定していたNTT

グループの IT方針を中期経営計画の
発表に合わせて再セットアップして
中期 IT方針として打ち出しました」
と述べる。

NTTグループの ITシステムの総
数は、国内だけでも数千に及ぶ。し
かも DX推進の足枷になる、データ
が連携されていないサイロ化された
モノリシックシステムや個別最適化
されたシステムが乱立しているのが
現状だ。そこで既存システムをすべ
て見直すために、共通の下敷き（アー
キテクチャ）が必要となる。

グループ共通のアーキテクチャを
作るためのガイドとしたのが、図 1
に示す EA（エンタープライズアー
キテクチャ）だ。

EAは、経営戦略と ITを絡めた全
体最適化を実現するためのグローバ
ル標準の知識体系で、
・ビジネスアーキテクチャ（BA）
・データアーキテクチャ（DA）

DX 推進による社会的課題の解決をめざして事業活動を展開するＮＴＴグループ。ＤＸ推進におけるＩＴ整備については、技術企
画部門の IT 推進室を中心に、EA（エンタープライズアーキテクチャ）フレームワークを策定。これを基軸にNTTグループの
IT 推進に取り組んでいる。目的はNTTグループの提供価値の最大化だ。
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・アプリケーションアーキテクチャ
（AA）
・テクノロジーアーキテクチャ（TA）
の4つのドメインからなる。この4
つのドメインの構造を定義していく
ことで、効率良く全体の最適化が図
れるのだ。
「システムとしてのアーキテク
チャも重要ですが NTTグループの
場合、トラディショナルな考え方の
人が多いので、作り手も利用者もデ
ジタル時代に適応したマインドチェ
ンジが必要があると考えました。そ
こで、４つのドメインの最下層に
ルール・組織・文化を定義する 5
番目の“チェンジマネジメント”の
ドメインを独自にセットアップしま
した。現在、NTTグループでは、
この 5つのドメインに基づいて、
NTTグループ ITの価値の最大化を
狙いに IT整備に取り組んでいます。
また、従来からある既存の 4つの
ドメインについては、① Fit to 

Standard（標準への準拠）と②
Data Driven（各種データを可視化
して課題解決に結びつける）の 2
つのメッセージを作り、展開してい
ます。」（駒沢氏）
「Fit to Standard」については、

NTTグループは、長年培ってきた
特定の業務プロセスに携わっている
熟練技術者が多く、システムに業務
を合わせることをなかなかしない。
このため、例えば SaaSで新しいパッ
ケージを使おうとしても、サービス
に業務を合わせなければ使えない。
結果、業務の標準化ができないし、
業務コストも下がらない。そこで、
スクラッチ開発からパッケージや
SaaSを積極的に活用する方向にシ
フトし、少し強引に、強制的に業務

の標準化を進めている。
「Data Driven」はDXの基本であり、
データを共有し、活用する取り組み
に注力している。駒沢氏は実現のポ
イントとして、①データモデル策定、
②コードの標準化、③データ配置／
流通方法の整理の 3点をあげ、「②
のコードの標準化については、すで
に勘定科目や国コード、企業コード
などグローバル共通の 15種類の
コードを策定し、現在も標準コード
の増加に努めています」と語る。
さらにチェンジマネジメントの施
策を推進するために、IT推進室内
に CoE（ Center of Excellence）チー
ムを設けている。

EAの考え方に則してシステムの
最適化を図るために活用したのが、
グローバルに普及している TOGAF

（The Open Group Architecture 

Framework）標準である。TOGAFは、
EAのフレームワークの 1つで、国
際標準化団体の The Open Groupが
推進している。TOGAFはビジネス
アーキテクチャ、データアーキテク
チャ、アプリケーションアーキテク
チャ、テクノロジーアーキテクチャ
の 4層にモデル化され、この階層
に対応して体系的に整理して記述す
るための手法や表記法の集まりだ。

TOGAFをガイドに活用した理由
について駒沢氏は、「システムのアー
キテクチャだけを考えると、業務と
分離してしまう恐れがあります。
TOGAFは、ビジネスと ITを一体的
に表現するフレームワークで、特定
のベンダーに依存することなくグ

ローバルでの利用実績も豊富という
点があげられます」と述べるととも
に、「ただし、TOGAFをベースとし
ながらも排他的ではなく、国際的か
つグループで活用されている標準フ
レームワーク（ITIL,COBIT,BPMN, 

SAFe）と上手くつないでいきたいと
思っています。なお、2019年に
NTTグループは、学ぶだけでなく自
らも積極的に情報発信するという意
志の表れとして、The　Open Group

のゴールドメンバーになりました」
と強調する。

The Open Groupは、ITアーキテ
クトとして TOGAFの習熟度を認定
する認定資格を設けており、認定者
数は世界 144カ国で約 11万人弱、
日本は約 1,000人、そのうち NTT

グループはグローバルの子会社を含
めて 2つの認証種別の合計が約
500名の認定者を擁し、テレコム
業界では世界第 2位のポジション
にある。

NTTグループの EA骨子は、約
80頁のドキュメントに纏められて
いる。その冒頭は具体的なアーキテ
クチャモデルとして、オペレーショ
ンに関するフォーラム標準化団体
TMF（TM Forum）の ODA（Open 

Digital Architecture）準拠の説明か
ら始まっている。ODAは、通信キャ
リアのビジネスモデル変革に合わ
せ、サービスのデジタル化を進める
ことで他社との協業によるエコシス
テム構築の容易化を実現するアーキ
テクチャモデルとして、NTTグルー
プには最適といえる。ODAは、図
2に示すように、社内外とのあらゆ
るタッチポイントを一元的に担う
「SoE（System of Engagement）」、
HRも含まれるあらゆるバックオ

EAの手法としてグローバルで
認知されているTOGAF標準を
活用
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フ ィ ス 業 務 を 実 現 す る「SoR

（Systems of Record）」、バックオフィ
ス業務の実現に必要となる共通的な
要 素 を 担 う「SoC（System of 

Control）」の 3領域からなる。
左側は、顧客やパートナー企業、
従業員、機器などを含めたすべての
タッチポイントで結びつきを強める
SoEの領域。中央の SoRの領域は、
事業そのものを司るブロックであり
SOA（Service-Oriented Architecture）
＝サービス指向アーキテクチャを基
軸にしている。一番重要なのが、右
側の SoC領域である。Intelligence 

Managementは、前述したマスター
データ管理（MDM）やデータを蓄
積して活用するデータレイク、BI

ツールの領域だ。MDMについては、
前述したよう 15種類のコードを標
準化し、標準化コードを配信する仕
組みも構築済みという。

IT推進室では、グループ IT方針・
規程類やNTTグループの EAアーキ
テクチャの策定による「Enterprise

アプローチ」と、デジタル・プラッ
トフォームを活用した現場の業務
改善活動等による「Communityア
プローチ」の「2Wayアプローチ」
により、システム実装に関する統
制・グループ全体最適化を図るこ
ととしている。

Enterpriseアプローチでは、NTT

グループ EAを基にビジネスの観点
から業務・システムをグランドデザ
インすることにより、グループ ITの
全体最適化を図り、CoEを実現する
ものだ。アプローチのプロセスは、
従前からのウォーターフォールだけ
でなくアジャイルも推進している。
一方、Communityアプローチは、
既存業務・システムにおいても、
NTTグループ EAを参照すること
で、アプリケーションやテクノロ
ジーを容易かつ迅速に組み込むこと
ができるというメリットがある。ア
プローチのプロセスは、現場業務を
抽出して、デジタル・プラットフォー
ムを使って対策を実践し、課題深堀
のサイクルを高速で行っている。

Communityアプローチを設けた最
大の理由について駒沢氏は、「“真の

課題は現場にある”からです。ルー
ルを策定してこれに従えのトップダ
ウンのアプローチでは現場の課題は
解決しません。現場改善活動やハッ
カソン、コミュニティ活動といった
ボトムアップのアプローチを行うこ
とで現場は盛り上がるし、課題も見
えてきます。前述したNTTグループ
のデジタル・プラットフォームを活
用することで、様々なコミュニティ
活動が容易に行えます。とにかく現
場を助けることが我々の重要な使命
だと思っています」と想いを語る。
膨大な数の NTTグループの業務

システムの分布は、規模の大きい基
幹系に比べ、現場のシステムやツー
ル群のほうが圧倒的に多い。その意
味では、Communityアプローチは
不可欠ともいえる。
図 3に Enterpriseアプローチの
ポイントとして、CoEプログラム
マネジメントの取り組みイメージ
を示す。CoEとしての主な活動と
して、グループ全体のシステムデ
ザインの設計概念を標準化・浸透
化させる活動と、各プロジェクト
の推進に留まらず、横串をさすプ
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21ビジネスコミュニケーション　2021  Vol.58  No.5

特集■DX推進に向けたNTTの取り組み特集■DX推進に向けたNTTの取り組み

ログラムレベル（プロジェクトを
跨ぐレベル）の課題の解決を促進
する活動の 2点を推進していくこ
とが重要である。CoEチーム内に 

は、モノリシックなサイロシステ
ムをなくすオプティマイズ担当も
おいている。IT推進室では、グルー
プ全体の EAの概念の標準化と浸透
を図るとともに、CoEチームを中
心にトライアルアプローチで、大
規模システム開発の設計段階より、
“データ標準化”を中心としたレ

ボックス）を用意し、設計へのフィー
ドバックを行う。これら環境を利用
し、現状の課題対応にも活用してい
る。データサンドボックスは、業務
マスターの設計やデータ投入画面・
タイミングの検証などを行う場を構
築・提供するものだ。
駒沢氏は、「NTTグループの EA

フレームワークを策定したが、この
浸透とDXへの貢献・グループ ITガ
バナンス活動に注力したいと思って
います」と今後の抱負を述べている。

ビュープロセスを回し、組織横断
的な課題を統括する活動を推進し
ている。
図 4に Communityアプローチの

ポイントとして、DX推進に向けた
グループ IT整備の基本コンセプト
を示す。
グループ共通 ITによるデータ流
通・分析高度化に向けて、システム
設計段階からユーザー（業務側）を
巻き込む形でデータ流通設計・検証
が可能な仮想環境（データサンド
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