エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

特集

NTTデータ２０年の歩みと今後の展望

● NEC

NTT データのリーダーシップによる
大規模システム構築への参画経験を今に活かす
NTTデータの前身である電電公社
のデータ通信本部が設立された1967
年以来、41年の長きにわたって緊密
な関係を築いてきた日本電気（以下、
NEC）
。NECは、多くの大規模シス
テム構築に参画し、大規模システム
構築技術の確立と進化に努めてきた。
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