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NTTデータのグローバル R&D

アジャイル開発に対応する人材の育成と体制作りを
グローバルに推進
ウォーターフォール型の大規模 SI を得意とする NTT データだが、近年需要が高まっているアジャイル開発への取組みも進め
ている。アジャイル開発に対応できる体制の保持や人材育成等を目的とした組織を、今後世界の各地域に設置し、グループ全
体としてアジャイル開発への対応を強化する考えだ。
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図 1 米国におけるソフトウェア開発の変遷
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とにより、先を予測しながら開発を
適応するには開発チームに権限を委
譲する必要もあり、従来の組織文化
そのものを変える組織変革が求めら
れるという難しさがある。
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への取組みを強化することが重要と
考えています。」
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