2 グローバル戦略室 : 組織のミッション

真のグローバルカンパニーを目指して
−グローバル戦略室のミッション−

グローバル戦略室は、グローバル関係組織と連携し組織横断的にグローバル連携戦略を立案・実行し、
「ビジネス成長の
加速化」「グローバルガバナンスの強化」を推進します。

かで調和のとれた社会の実現に貢献

中期経営計画と
グローバル活動状況

する」という企業理念は揺らぎませ
ん。
また、
お客様の業務を深く理解し、

2025 年 頃 を タ ー ゲ ッ ト と す る

長期間にわたって信頼関係を築いて

「Global 3rd Stage」では、グローバ

きたことも、我々の強みのひとつで

ルトップ 5 に入ることを目指して

あります。これらの基本的な考え方

おり、その実現のためにも、現在取

をベースにして、グローバルで質の

り組んでいる中期計画は、大変重要

伴った成長を目指していきます。

株式会社 NTT データ
執行役員 戦略統括本部

なアクションプランであります。そ

そのためには変えなくてはならな

こで、
「変わらぬ信念、変える勇気

いこともあります。「変える勇気」

によってグローバルで質の伴った成

では、デジタルトランスフォーメー

長を目指す」という基本方針が掲げ

ションを更に加速させ、グローバル

3+1 戦略を実行して、デジタルト

られております。

シナジーをより一層高めていく必要

ランスフォーメーションの更なる加

があります。

速とグローバルシナジーの最大化を

「変わらぬ信念」ですが、
「NTT デー
タグループは、
情報技術で新しい『し

今中期計画では、3 つの戦略（図

くみ』や『価値』を創造し、より豊

2 参照）及び NTT グループ連携の

グローバルで質の伴った成長：FY2021経営目標
Growth
連結売上高：2.5兆円
顧客基盤：80社以上

Earnings
連結営業利益率：8%
海外EBITA率：7%

変える勇気：お客様への提供価値最大化
戦略2
リージョン特性に合わせた
お客様への価値提供の深化

戦略3
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大を図ります。
特に、グローバルビジネスを直接
的に加速化する活動として力を入れ
ているのは、
「グローバルデジタルオ
ファリングの拡充」です。2018 年
に設立された DSO（Digital Strategy

りなど重点を置く９つの領域を決
NTT
グループ
連携の強化

変わらぬ信念：お客様とともに未来の社会を創る
中期経営計画の全体像

実現して、お客様への提供価値の拡

険、銀行、テレコム、自動車、小売

グローバル全社員の力を高めた組織力の最大化

図2

豊田 麻子氏

Office）では、現在、ヘルスケア、保

Transformation & Synergy

戦略1
グローバルデジタル
オファリングの拡充

グローバル戦略室長

め、それぞれのインダストリーの知
見を集約して、新しいソリューショ
ンやサービスを創出しています。各
Opco（海外グループ会社）のインダ
ストリーのリーダーたちで構成され
る Global Industry Committee におけ
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特集

特集

デジタル＆グローバルの加速を推進するNTTデータ
デジタル＆グローバルの加速を推進するNTTデータ
戦略統括本部の取り組み
戦略統括本部の取り組み

【新設】戦略統括本部

連携・実行組織

・グローバル連携機能集約、配下組織を統括

事業戦略室

総務部

【新設】
グローバル戦略室
・グローバル連携機能の新設および集約
・関連組織と調整しつつ、段階的に必要機能を増強
〈推進と実行機能〉

〈推進機能〉
（新設）

・DSO
（Digital Strategy Oﬃce）
によるオファ
リング創出と展開

・CoEによる先端技術集
約と展開

・各OpcoのStrategic Investment管理
（新設） ・グローバル調達推進

コーポレート ・グローバルITインフラ推進
・M&A Budget・パイプライン管理、
審査、
PMI、
経営状況モニタリング
・グローバルセキュリティ推進
・グローバルコンプライアンス
図3

技術革新統括本部

・国内中心とし、従来の機能を維持

企画部
（CoE推進）
グローバルデリバリー推進室
（CoE技術展開）
購買部
（グローバル調達）
ITM室
（グローバルITインフラ）
セキュリティ技術部
（グローバルセキュリティ）
品質保証部

グローバルマーケティング本部

戦略統括本部・グローバル戦略室のミッション

る議論と連動し、創発するソリュー

く組織として、「戦略統括本部」お

り、これまで以上に、グローバルオ

ションや強化していくアカウントを

よび「グローバル戦略室（GSO）」

ファリングの創発、技術・ノウハウ

決め、必要なマーケティング活動や、

を設置しました。

移転、顧客へのアプローチ、デリバ

ソリューションを横展開していくた

図 3 に示すとおり、グローバル

めの GTM（Go To Market）活動に

戦略室の中に、新設する機能と既存

も力を入れています。

組織に分散しているグローバル共通

ビジネス成長の加速化に関わる各

さらに、AI やデジタル・デザイ

施策推進機能の集約を図り、戦略統

組織の取り組みをそれぞれ紹介しま

ン等の分野におけるグローバルの先

括本部の下で国内外の戦略機能の統

す。まず、グローバル戦略室は DSO

端技術集団である CoE（Center of

合を図ります。

の活動を通して、以下の取り組みを

Excellence）活動の充実により、デ

グローバル戦略室は、グローバル

リーサポート等を通じて、Opco 等の
ビジネスをサポートしています。

実施します。

ジ タ ル 技 術 に 必 要 な 知 見 の 共 有、

関係組織と連携し、組織横断的にグ

・グローバルオファリングの創発

ケーススタディの蓄積に加え、実践

ローバル連携戦略を立案・実行する

・顧客との Digital 関連の取り組み

的に開発のデリバリー体制の充実等

ことにより、グローバルビジネスを

・パートナーシップ連携

を図るなど、グローバルレベルで

サポートしていきます。具体的には

・デジタル人財育成

戦っていくためのオファリングや技

以下をミッションとしています。

術、またそれをサポートするための

１）ビジネス成長の加速化

本部の取り組みは以下の通りです。

仕組みづくりを行っています。

２）グローバルガバナンスの強化

・Global Industry Committee

グローバル戦略室の設立

ミッション①

〜ビジネス成長の加速化〜

次に、グローバルマーケティング

・AR（Analyst Relations）や GTM
等の Marketing 活動
最後に、技術革新統括本部の取り

グローバル戦略の強化という観点

DSO の活動を推進するグローバル

から、主にビジネスをみている欧米

戦略室、マーケティング等の活動を

・CoE

分野、中国 APAC 分野に加えて、7

推進するグローバルマーケティング

・Innovation に関する活動推進

月１日に、グローバル戦略を組織横

本部、CoE 等の活動を推進する技術

断的に打ち出し、実行を推進してい

統括本部が相互に連携することによ

42

組みは以下の通りです。

こうした活動をさらに推進し、各
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り、「リスクマネジメントの強化」

（1）
ビジネス成長の加速化

が求められています。

・グローバルマーケティング本部、
技術革新統括本部等と連携し、
Opco等のビジネス成長サポート
・オファリング、
ソリューション等、
強化する領域を特定
・戦略投資／スキームの最適化

NTT データがグローバル TOP5
にふさわしいグローバル企業である
ことを目指し、NTT データグルー

Opcos/Departments

プのグローバルの全社においてコン
プライアンスの徹底・強化を推進し

Global Corporate Function
グローバルマーケティング本部
Brand
Elevation

Global
Portfolio

Global

グローバル戦略室
M&A

Global
AR/TL

DSO

CoEs

Optimize
Strategic
Investment

Accounts/Virtual
Industry Team

図4

ていきます。

技術革新統括本部

NTT データの事業がグローバル

Innovation

に大きく拡大する中、個々の地域特

T&I Steering
Committee

性に応じてお客様への提供価値を高
めていく一方で、どの地域でも共通

ビジネス成長の加速化

して発生しうるコンプライアンスリ

Opco のビジネス成長につなげてい

まず、「グループマネジメントの

スクへの対応についてはグローバル

くために、上記活動を推進する戦略

強化」について、M&A の投資管理

全体として徹底したガバナンスが不

的投資や M&A を含め各 Opco への

や案件パイプラインの管理を強化

可欠と考えています。

投資等について、戦略投資の見える

し、しっかりとしたコーポレート審

化、効率化を図り、全社の戦略的投

査を推進します。

資の最適化を図っていきます。

グローバルコンプライアンスポリ
シーの実践のため、コンプライアンス

また、Opco の好不調の波を早期

に関する方針／原則やルールの整備、

また、M&A についても、中期計

に検出するための、PMI・経営状況

体制の構築、実行を伴う活動を推進

画 に 照 ら し て、 全 社 戦 略 の 策 定、

モニタリングの更なる高度化を図っ

するための仕組み作りを行います。

PMI の実施、
モニタリングの徹底等、

ていきます。

活動の強化を図っていきます。

併せて、これらの方針／原則や

次に、「グローバルコンプライア

ルールを展開／浸透し、NTT デー

ンス強化」の取り組みを行います。

タグループの全社員に対してコンプ

Opco 及び本社のグローバル関係部

今期の中期経営計画の戦略３「グ

ライアンスへの徹底意識の醸成を推

署との継続的な議論を通じて、当社

ローバル全社員の力を高めた組織力

進します。また、浸透／実践状況の

の強みとするビジネス領域を特定

の最大化」において、「適切なガバ

確認・点検・対処を実施し、状況に

し、効果的に戦略的投資や M&A を

ナンス態勢の構築」が掲げられてお

応じて必要な施策を展開します。

こ う し た 各 種 の 活 動 の 実 施 と、

実行することにより、グローバルビ
ジネス成長を加速化していきます。

ミッション②

〜グローバルガバナンスの強化〜

（2）
グローバルガバナンスの強化

・グローバルガバナンスを強化し、真の Trusted Global Innovation へ
・総務部、財務部、技術革新統括本部等と連携して、組織横断的にOpco等
をサポート
・本社内及び本社-Opco間のコーポレート機能の連携を強化
Opcos/Departments

海外企業の買収をはじめて 15 年
経過し、Opco 数及び社員数は増加し

Global Corporate Function

てきており、真のグローバルカンパ
ニーにふさわしいグローバルガバナ

グローバル戦略室

総務部

M&A

ンスの取り組みが求められています。
・グループマネジメントの強化

Global
Support

Global
Compliance

財務部

技術革新統括本部
Global
Security
Policy

Global
IT
system

Global
Procurement

・グローバルコンプライアンスの強
図5

化
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グローバルガバナンスの強化

43

