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The NSD Group has promoted research and development activities mainly

to improve software development technologies and to provide new solutions

under the basic policy of continuing to search for and research the most

advanced technologies and create IT of the next generation. 

An outline of this research and development is as follows.  

(1) Research on object-oriented technologies

Because the development of Web applications rapidly became wide-

spread, we conducted research on object-oriented technologies using

frameworks and components to respond to new technologies such as

UML, Java and XML that are necessary for system design and develop-

ment.

To confirm whether or not object-oriented technologies are practical in

large main systems, we verified our object-oriented technologies using

our internal system, and conducted research for commercialization.

(2) Study and research of the most advanced technologies by NSD

AMERICA INC., our U.S. subsidiary 

We studied solution packages of the most advanced technologies to

expand our business areas, and conducted development to commercial-

ize the following competitive products in the Japanese market.
● MetaPASS, a single sign-on solution of MetaPASS, Inc.
● SIA, a PKI appliance using 3-key technologies of SingleSignOn.Net, Inc.
● NetSIA, secure single sign-on software using SIA

(3) Establishing technology bases for the improvement of quality and pro-

ductivity (N-BOK, NQR activities)

Project management has a significant influence over productivity of soft-

ware development, and results in improved revenues. Since there is a

limit to project management based on experience, formal and rational

methods must be established. Accordingly, we conducted research on

the latest project management methodologies.

In addition, we conducted research on quality management methods to

improve quality.

(4) Research and development of solution packages

We conducted research and development of LMS (Learning Management

System) as an e-learning platform.

In addition, Identrus Japan, Inc., a subsidiary of the Company, conducted

research and development of electronic signature and verification func-

tions for access control systems and e-mails and for PDF. As a result,

Identrus authentication is now an available product, and its electronic

authentication service is recognized as a global standard.

Research and Development
研究開発

当社グループの研究開発活動は、最先端のテクノロジーを常に

模索、研究し、次世代のITを創造することを基本方針に、ソフト

ウエア開発技術力の向上と新たなソリューションを中心に研究開

発を推進してまいりました。

主な研究開発の概要は以下のとおりです。

(1)オブジェクト指向技術研究

Web系アプリケーションの開発が急速に普及し、システム

設計・開発時に必要な、UML、Java、XML等の新しい技術に

対応するためにフレームワーク、コンポーネント等を用いた

オブジェクト指向技術の研究を実施いたしました。

特に大規模な基幹システムの実用性を確認するために、

社内システムにて技術を実証し、商品化に向けた研究を実施

いたしました。

(2) 米国現地法人（NSD AMERICA INC.）による最先端技術

の調査・研究

事業領域の拡大のために最先端技術のソリューション・パ

ッケージを調査し、競争力のある以下の商品を日本市場に対

応させるための開発を実施いたしました。
●MetaPASS社のシングルサインオン・ソリューションであ

るMetaPASS
●SingleSignOn.Net社の3-key技術によるPKIアプライア

ンスであるSIA
● SIAを用いたセキュアなシングルサインオンソフトである

NetSIA

(3) 品質向上・生産性向上に関する技術基盤整備（N-BOK、

NQR活動）

プロジェクト管理の巧拙でソフトウエア開発の生産性が大

きく左右され、収益に大きな影響を及ぼします。経験に基づ

いたプロジェクト管理には限界があるため、合理的な手法の

確立が急務となっております。そこで当グループは最新のプ

ロジェクト管理手法の研究を実施いたしました。

また、品質向上を目的とした品質マネージメント手法の研

究も実施いたしました。

(4) ソリューション・パッケージの研究・開発

e-ラーニング用のプラットフォームとしてLMS（ラーニン

グ・マネジメント・システム）の研究開発を実施いたしました。

また、子会社の日本アイデントラス株式会社にて、国際基

準として通用する電子認証サービスであるアイデントラス認

証の実用化と普及に向けアクセスコントロールシステムやメ

ールの電子署名・検証、PDFの電子署名・検証機能の研究開

発を実施いたしました。


