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顧客企業の変革を実現する「変革パートナー」とし

て、変革の構想から実現までをグローバルにサポート

するNTTデータ。変革の構想と実現のエンジンとなる

価値提供モデルが、「3D Value Cycle」である。3D

V a l u eとは、上流の変革コンサル（ I n n o v a t i o n

Des ign ing）、つくり：システム開発（So lu t i on

Developing）、顧客に最大限の IT投資効果を引き出す

活用（Performance Driving）の３つのバリューを連環

させるモデルのこと。

NTTデータでは、この価値提供モデルを実行するた

めの施策として、①コンサルティングビジネスのさら

なる強化、②グループ連携の強化、③グローバル体制

の強化を進めてきた。これにより、NTTデータグルー

プとしての企業力を強化し、総合的なサービスカンパ

ニーとして顧客の変革を実現するパートナーを目指し

ている。

3D Value Cycleの中で重要な鍵を握るのが、連環の

動き出しとなるコンサルティングサービスである。

上流の変革コンサル（Innovation Designing）では、

多様化する顧客企業の変革ニーズに合わせて、それぞ

れに対応した経営戦略、業務プロセス、IT戦略・活用

などのコンサルティングサービスを提供。加えて、シ

ステム構築後に顧客企業が IT投資効果を最大限に引き

出せるように運用効率化や IT活用を支援するコンサル

サービスも提供している。

グローバルを視野に、幅広い業種の顧客企業に対し

て、事業環境の変化や多様な ITニーズに対応すべく、

コンサルティングサービスをメニュー化し、2010年度

は、以下の６つのサービスを重点的に展開する方針。

・グローバルBIサービス（2010年3月発表）

・IFRS(国際会計基準)対応サービス（2010年1月発表）

・ITコスト削減（クラウド対応含む）コンサルティング

（2009年8月発表）

・新規サービス創出支援

・ビジネス構造化フレームワーク短期診断プログラム

（2009年発表）

・SAP Performance Improvement（2009年発表）

本誌2009年10月号にて解説した２サービスを除く、

４サービスの概要を紹介する。

変革パートナーとして、「3D Value Cycle」による顧客企業への新たな価値提供を目指すNTTデータ。3D Value

Cycleの要となるのが、コンサルティングビジネスだ。NTTデータの法人コンサルティング＆マーケティング本部は、

同社の中核事業（SI、アウトソーシング）へとつなげることを視野に、市場のニーズ／トレンドを先取りしたキラ

ー・コンサルティングサービスの創出・展開を加速している。

NTTデータの価値提供モデル「3D Value Cycle」
の重要な鍵を握るコンサルティングサービス

中核事業（SI、アウトソーシング）への展開を視野に
入れたキラー・コンサルサービスに注力

ーキラー・コンサルサービスで顧客に切り込むー
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業務システムなどに蓄積されている情報を分析・加工

し、企業の経営意思決定に活用するビジネス・インテリ

ジェンス（BI）を導入する企業が増えている。BIは、

様々なシステムに点在し異なる定義で格納されている情

報を集め、意思決定に活用できる形で「見える化」する

システムだ。BIが注目を集める一方で、せっかく導入し

たにもかかわらず、業務に活かされていないという声も

数多く耳にする。特に、グローバルでの事業展開を加速

する日系グローバル企業では、本当に業務に活かせるグ

ローバルBIの導入ニーズが高まっている。

NTTデータの浦野大課長（法人コンサルティング&マ

ーケティング本部　コンサルティング部）は、「経営の意

思決定に本当に役立つ情報が、適切なタイミングで提供

できていることはまれです。原因は、拠点の拡大やM&A

の増加など、事業拡大のスピードに情報システム側の整

理・統合が追いついていけず、情報が点在したままにな

っているからです。BIは、既存の情報システムに手を加

えるのではなく、格納されている情報を集めて横串で見

えるように加工するために、各情報システムが異なって

いても情報の統合が比較的容易に行えます。このた

め、コストと時間がかからない方法として注目され

ているのです」と指摘したうえで、「多くの企業がグ

ローバル競争を勝ち抜くために戦っていますが、世

界中で何が起こっているかをリアルタイムで把握で

きている日本企業は残念ながら多いとは言えません。

グローバルBIは、適用範囲をグローバルに捉え、世

界に点在する情報を統一された軸で見える化し、意

思決定に活用するツールです」と語る。

NTTデータは、これまでBIの課題であった導入後

の有効活用と、本来の目的である事業課題の解決を目

指すため、導入前の構想策定コンサルティングから導

入後の定着支援まで含

めたグローバルBIサー

ビスを提供している。

本サービスは、NTTデ

ータグループのグロー

バルでのBI導入実績

（北米の The Revere

G r o u p 、 欧 州 の

Cirquent、itelligenceな

ど）と国内での実績を

基礎に、導入前のビジ

ョンを策定する構想策定・BI導入コンサルティング、「見

える化の手段」としてのBIシステム構築、導入後の効果

を最大限に発揮させ活用するためのビジネス・トランスフ

ォーメーションサービスを統合・再編成し、BI導入・定着

化をグローバル規模で総合的に提供するサービスだ。

図2-1に示すように、NTTデータが提供するグローバ

ルBIサービスは、分析を超えた活用による業務改革を

最重視したもので、国・地域・法人をまたがった戦略

的な横串情報の可視化の実現、事実情報に基づく意思

決定とアクションの迅速化に貢献するサービスで、以

下の効果が期待できる。

・グローバル規模での在庫適正化、重要顧客への優先

供給

・品目別採算性管理による収益性の向上

・顧客納期達成率向上による、顧客満足度の向上　等
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世界中の各拠点から業務データを日次収集 
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図2-1 グローバルBIサービスの概要

㈱NTTデータ
法人コンサルティング＆マーケティング本部

コンサルティング部

課長　浦野大氏

グローバルでの実績を活かし、構想策定から導入後の
定着化支援までをトータルにサポート



これまで「事業の見える化を実現する」と

のコンセプトで導入されてきたBIは、導入時

のビジョン・目的・改革ロードマップが不明

確だったり、 経営層や現場の巻き込み不足に

よる業務要件の合意形成不足等の理由により、

導入後も業務への活用が十分できていないと

いう事例が多く見受けられる。

NTTデータが提供するグルーバルBIサービ

スでは、同社の価値提供モデルである「3D Value Cycle」

の考えに基づき、導入前の改革ビジョンの策定やロードマ

ップの作成から、グローバル規模でのBIの実装、導入後

の定着化・活用まで見据えたトータルサービスを提供して

いる。具体的なサービス提供の流れは、上流の「構想策

定・BI導入コンサルティング」、つくりの「BIシステムの

構築」、活用の「ビジネス・トランスフォーメーション

（定着支援）」の3つのフェーズからなっている（図2-2）。

「上流のBI導入コンサルフェーズでは、お客様が最適

な製品選択が行えるように、NTTデータの“BI/DWH

ラボ”において、中立的な立場でBIツールの選定を支

援しています。」（浦野課長）

NTTデータグループでは、すでに海外を含むグルー

プ全体で約400名規模の体制を構築しており、今後も

「顧客企業の変革目標の達成（上流）」と「定着化（活

用）」に注力し、現場で活用されるグローバルBIサービ

スの強化を図っていく方針だ。この方針に基づき、本

年5月中旬には、独の子会社 itelligenceを通じて、米の

ITサービス企業RPF Consultingの株式を51％取得し

ている。
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IFRS（国際会計基準）は、国際会計基準審議会

（IASB）により設定される会計基準で、日本の会計基準

とは本質的に大きく異なっている。一番の違いは、日本

の会計基準は利益測定を中心とした損益重視の経営者の

ための基準であるのに対し、IFRSは包括利益を業績指標

とした貸借対照表重視の投資家や市場のための基準であ

るという点だ。企業活動と投資活動がグローバル化する

中で、世界共通の尺度となるIFRSの導入は、企業にとっ

てガバナンスを強化し、企業価値の最大化を目指すチャ

ンスともいえる。

金融庁が2009年６月

に「我が国における国

際会計基準の取扱いに

関する意見書（中間報

告）」で公表したロー

ドマップによると、日

本でも早ければ2015年

に IFRSが強制適用さ

れる見通しである。

NTTデータの日下

部啓介課長（法人コンサルティング&マーケティング本

部　コンサルティング部IFRSビジネス推進室）は、「前

年度数値等の比較情報の作成・開示対応や、業務・情報

システムに対する影響の大きさを考慮したプレ運用期間

を踏まえると、2013年が重要なマイルストーンになって

3. ビジネス・トランスフォーメーション 
■ 業務移行計画策定、教育・トレーニング支援、 
　 マスタメンテナンス方針策定、チェンジマネジメント施策 
■ 業務標準化活動とPDCAサイクルの確立 
■ BIを活用した定期的なKPIモニタリング 

1. 構想策定・BI導入コンサルティング 
 ■ 改革目標（ビジョン）及びアクションプランの策定 

■ 改革目標を実現するための業務要件の定義 
■ テンプレートを活用した「見える化」情報・KPIの定義 
■ BI/DWHラボ活用による業務要件に合致したBIツールの選定 

2. BIシステムの構築 
■ NTTデータグループ内のグローバルリソース活用 
■ 構築実績を元に作成済みのテンプレートによる迅速な構築 

本番 
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図2-2 グローバルBIのサービス提供の流れ

㈱NTTデータ
法人コンサルティング＆マーケティング本部
コンサルティング部IFRSビジネス推進室

課長　日下部啓介氏

「3D Value Cycle」を基軸に、
短期構築と定着化に注力

2015年のIFRSの強制適用に向け、
2013年が重要なマイルストーンに



います。IFRS対応に向けては、組織、業

務や情報システムの進展度、ライフサイ

クルなどに応じた各種施策を、適切なマ

イルストーンやゴールを設定して実行す

る必要があります」と述べている。

NTTデータは、日本企業の IFRS対応

をサポートするため、ドイツなど欧州の

グループ企業での実績やノウハウをベー

スとしたIFRS対応支援サービスを国内で

も提供している。欧州のグループ会社であるCirquent

や itelligenceにおけるIFRS対応プロジェクトで培って

きた ノウハウを体系化し、グループのコンサル会社で

あるクニエやNTTデータ経営研究所などのサービスメ

ニューを統合・再編成し、NTTデータの価値提供モデ

ル「3D Value Cycle」の考えに基づき、IFRS対応を中

心とした経営課題解決に向けた構想策定から、制度適

用、業務改革、システム構築、社員教育、運用定着ま

で、幅広い業種・業界に向けたIFRS対応のトータルサ

ービスを展開している。

NTTデータでは、顧客企業の状況に応じた適切なサ

ービスを提供するため、図3-1に示すような IFRSに関

する一貫したサービスメニューを用意。IFRS適用によ

るインパクト分析を行う「構想策定コンサルティング」

や、業務改革や運用の定着、会計系システムの構築を

行う「実装・運用定着サービス」のほか、社員教育や

プロジェクトマネジメントを行うサービスを提供する。

サービスの特長を以下に示す。

・顧客企業の業界やマネジメントスタイル、商習慣に

合わせたIFRS対応：業界別のIFRS対応要件を体系化、

テンプレート化することにより、グローバル企業、国

内企業における業界固有のマネジメントスタイルや商

慣習に合わせたIFRS対応を実現。

・システムライフサイクルと経営課題を反映した施策

ロードマップ策定：各社により異なる会計系を中心と

したシステムのライフサイクルや、現在抱えている内

部課題を踏まえ、IFRS対応施策の適切な優先順位付け、

マイルストーン、ゴールの設定、実行施策のスケジュ

ール策定を実施。

・グローバル連携とノウハウ活用： C i r q u e n tや

itelligenceといった欧州グループ企業との合同チームを

立ち上げ、欧州でのIFRS適用コンサルティング、シス

テム構築実績とノウハウを日本国内に展開、プロジェ

クト実行においても適切にグループ連携を図る。

また、多くの日本企業にとって、IFRS対応に向けた

喫緊の課題である中期的ロードマップの策定にあたっ

ては、ステップ1： IFRS適用による連結決算の開示、

ステップ 2：グループ全体での制度・業務プロセス・

IT標準化、ステップ3：グローバルな経営情報流通基

盤確立と見える化等、顧客企業にとって最適なゴール

を設定し、ロードマップを策定している。

IFRS対応支援サービスの提供は、NTTデータ内に設立

した「IFRSビジネス推進室」が統括する。グループ企業

のクニエ、NTTデータ経営研究所を合わせて約100人規

模のコンサルティングの協業体制を整えている。今後は

SAP ERPやOracle E-Business Suite、NTTデータビズイ

ンテグラルのERP「Biz∫」など、企業基幹システムの

構築に強みを持つ他のグループ企業とも協力し、2010年

度末までには300人規模まで体制を拡大するという。

NTTデータグループは、NTTグループの IFRS対応

も支援することを目指しており、そこで得られたノウ

ハウを顧客企業への支援サービスに活かすとしている。
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グローバルのベストプラクティスを
活用したトータルサービスを提供



NTTデータは、企業のIT投資を戦略的に見直すコン

サルティングサービス「IT コスト削減コンサルティン

グ」を提供している。本サービスは、NTTデータの価

値提供モデル「3D Value Cycle」のシステム活用サポ

ートにおけるファーストステップとして位置づけられ

ている。顧客企業のITコスト構造やIT資産の棚卸しを

行い、中長期的な観点から、ITコストを削減するため

の施策と最適な実行計画を策定する。

NTTデータの七間浩司課長（法人コンサルティング&

マーケティング本部　コンサルティング部）は、「本サー

ビスではまず、２～４週間ほどでお客様のIT資産とコスト

に関する課題を発見するクイックレビューを実施。その後

１～３カ月間で、“サーバ統合計画”“システム構成の最適

化”“運用プロセスの改善”などの実行プランを策定しま

す。そして、NTTデータグループのノウハウを集約し、策

定したコスト削減施策

の導入から定着までを

全面的に支援します」

と述べている。

図4-1にITコスト削

減コンサルティングの

全体像を示すが、集

約・統合・共通化・標

準化をキーワードにし

てファシリティからネ

ットワーク、ハード、

ソフト、アプリケーションに至るまでフルラインで削減

ソリューションを組み合わせて提供している。

本サービスによって、システム構成を大幅に見直し、

最適化を図ることで約20％のコスト削減を実現した事

例や、IT 運用業務にかかるコストを詳細に分析し、運

用プロセスを改善することで約25％のコスト削減を図

った事例があるとしている。

ビジネス変革への迅速な対応、CAPEX/OPEX（設備

投資／運用コスト）の削減に

向け、ITシステムの所有から

利用への流れが加速している。

このような顧客ニーズの変化

を踏まえ N T Tデータでは、

「BizXaaS（ビズエクサース）」

というクラウドサービスを本

格的に開始している。NTTデ

ータでは、ITコスト削減コン

サルティングに、顧客企業の

ITシステムのクラウド化に向

けた最適化コンサルを組み込

んで、顧客企業に最適なクラ

ウドコンピューティング環境

の実現にも注力している。
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図4-1 ITコスト削減コンサルティングの全体像
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企業のIT投資を効果とコストの両面から戦略的に見直し、
投資対効果を高める

NTTデータのクラウドサービス「BizXaas」の
最適化コンサルにも注力



NTTデータは、顧客企業の既存資産を活用しながら、

新規ビジネス・新規サービスの創出を支援する「新規

サービス創出支援コンサルティング」を展開している。

本サービスは、顧客企業の保有資産の強みを明らかに

し、その資産を活用した新しいサービスの企画／具体

化を中心に、要望に応じて実行フェーズまで含めてト

ータルに支援するサービスだ（図5-1）。

NTTデータの永宮雅晴課長（法人コンサルティング&マ

ーケティング本部　コンサルティング部）は、「本サービス

は、お客様のニーズに対応して実施してきた過去の知見を

体系化したものです。お客様がお持ちの広い意味での資産

（例えば人財、調達力、販売網、製品、ブランド等々）の棚

卸を行い、世の中の類似サービスとの比較にて優位性があ

るか否かを明らかにすることから始めます。明らかになっ

た強みは、一度「サービスコンセプト」、「サービスドメイ

ン」という中間キーワードに変換します。その上でこれら

キーワードを活かす新サービス案を洗い出して新サービス

企画につなげます。既存資産を活用することで、お客様に

は既存サービスを維持・強化しつつ、大きな投資をするこ

となく新しいサービスを展開できるというメリットが生ま

れます」と語る。

本サービスの特長

として、大きく以下

の３点があげられる。

①ステークホルダー

のニーズを考慮した

資産評価：既存資産

を棚卸する際の方法

や、資産の評価（ベ

ンチマーク）の方法

を標準プロセスにお

としている。クライアント企業や生活者のニーズを考

慮したベンチマークを行うため、より短時間に、かつ

効率的に棚卸資産の強みを導き出せる。

②強みを「サービスドメイン」に変換：テンプレート

をベースに把握した強みを「サービスコンセプト」に

変換し、さらに「サービスドメイン」に変換すること

で、広がりのある新サービスの検討を可能にしている。

③生活者や競合が抱える「フリクション」を儲けの機

会に変換：生活者の不満や競合企業が抱える課題を

「フリクション」と呼ぶが、それを見つけ、解消するキ

ラーファンクションを新サービスに織り交ぜることで

儲けの機会に変換する。この機会探索のため、他業界

でのフリクションからの示唆も活用している。

本サービスは、大手航空会社との非競争路線に参入し、

低コスト旅客サービスを実現した新規参入航空事業者や、

既存資産の強みを活かして事業拡大を図ったメッセージ

ングサービス事業者、複数電子マネー

の導入と他業界とのポイント連携を実

現したCVS事業者など、複数のお客様

でのコンサル実績からのノウハウを集

約している。今後、さらに新規サービ

ス創出案件への適用を進め、メソッド

の高度化に取り組んでいく。
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図5-1 新規サービス創出支援コンサルティングサービスの流れ
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