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5 Withコロナ・ニューノーマルへの対応

NTT データグループの With コロナへの
取り組み
NTT データグループは、BBB（Build Back Better）の考え方の元、現代のさまざまな社会課題の解決を同時にかなえら
れる、よりよい社会の構築を目指し、Withコロナへの取り組みを、3 本の柱で進めていきます。

オンラインとリアルが融合する
新しい日常
2019 年末から始まった、COVID-

そのまま COVID-19 の急激な拡大
を後押ししました。感染対策として
の社会活動の自粛が、市場の縮小や
景気の後退に直結しています。

19 の感染は、世界中の人々に大き

NTT データグループは、COVID-

な影響をもたらしました。既に全世

19 という厄災を耐え忍び、それと

界の感染者数は 2 千万人を超えて

折り合いをつけるだけの社会をつく

きています（2020 年 8 月 12 日現

る の で な く、BBB（Build Back

在）。日本においては、4 月に緊急

Better）の考え方の元、現代のさま

事態宣言が発令され、外出などを自

ざまな社会課題の解決すら同時にか

粛する生活を余儀なくされました。

なえられる、よりよい社会の構築を

これまで高密度で効率的な社会を実

目指していきます。

現すべく、進めてきたグローバル化
や都市へのリソースの一極集中が、

株式会社 NTT データ経営研究所
エグゼクティブ・オフィサー

三谷 慶一郎氏

構想・政策構想を呈する NTT デー

今年 7 月にその第一弾の発信と

タ 経 営 研 究 所 が、「 オ ン ラ イ ン・

して、NTT データグループで社会

ファースト社会」を目指すことを提
言しました。

Withコロナにおける社会
新しい社会・国家

新しい生活/消費者行動

これまでのオンラ
インは、あくまでリ

新しい業界/企業のしくみ

アルな人間の活動を

Build Back Better
より良い社会構築に向けた取り組み

代替する仮想的なも
のという位置付けで
した。
「オンライン・

NTTデータ経営研究所：
『オンライン・ファースト社会』
という新しい日常
NTTデータグループの取り組み

行政機関
政府
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・
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ファースト社会」に
業界/企業

①Covid-19影響を踏まえた中計達成への取り組み

医療

通信

②新たな社会貢献の創出、既存の社会貢献の加速

銀行

小売

③NTTデータの働き方改革
（NewNormal検討）

教育

・
・
・
・

with コロナに向けた NTT データグループの取り組み全体像

おいては、これをリ
アルな人間の活動と
同じ価値を持つ、
「新
しいリアル」へとシ
フトすることです。
もちろんリアルな人
間の活動は重要で
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企画調査部長

村山 剛氏

あり、その価値はこれからも変わり

続けてきた歴史です。バンキング、

化が急速に進んだことを契機とし

クレジット、コマース、ガバメント

て、デジタル技術を活用した変革

等、様々な領域におけるオンライン

（=DX）は今後ますます加速していき

システムの構築を黎明期から現在に

ます。そのような中、私たちはこれ

至るまで支え続けてきました。複数

まで進めてきたデジタル対応力の強

の企業や行政機関を跨り社会基盤と

化を今後より一層進めていきます。

なるようなシステムを作り上げた経

国内における取り組みは後述の②

験も豊富にあります。NTT データ

で詳細に記載しますが、事業を通じ

グループの持つこれまでの知見を存

た社会貢献としてこれまでの既存の

分に活かして、今はまだ見えない社

取り組みを加速するとともに、新た

会を皆様とともに創り上げていきた

な取り組みの創出に向けた WG を

いと思います。

立ち上げました。

ません。しかし、全ての活動をリア
ルに行うのでなく、
「生身の人間の
活動としてのリアル」と「オンライ
ンという新しいリアル」
、この二つ

スを目指していきます。
すでに、非対面・非接触で社会活
動を継続するために、多くの場面で
デジタル技術が導入され始めていま
す。また、企業におけるビジネスモ

ました。例えば、社会制度

まず北米ですが、先に記載したよ
うに DX の取り組みが加速している

NTT デ ー タ は、Trusted Global

ことを踏まえ、当初計画よりも前倒

Inovator をグループビジョンに掲

しで事業構造改革を実施すること

げ、今中期経営計画では、デジタル

で、デジタル中心の事業ドメインへ

対応力の強化と海外収益率の改善を

の変革を早期に実現していきます。

目標に取り組んでいます。

具体的には、既存の強みであるアウ

国内だけでなく全世界でオンライン

変革されていきます。一方で、今般

い状況であることがわかり

いきます。

新型コロナウイルス影響により、

デルは、デジタル技術の力で急速に

をまだ十分には発揮できな

けて、事業構造の改革に取り組んで

成への取り組み

を使い分け融合する、ベストミック

会は、デジタル技術の効用

を強化すると共に収益率の改善に向

① COVID-19 影響を踏まえた中計達

の特性を十分に理解した上で、双方

の経験を通して、現在の社

海外については、デジタル対応力

当社の変化と我々の取り組み
事業を通じた社会貢献、
NTT データの働き方改革

トソーシングの高度化と、15 のデ
ジタルオファリングを中心としたデ

ウィズコロナにおける様々な社会課題の解決、新しい社会の実現に向けて
事業を通じた社会貢献の加速と我々自身の変革の推進に取り組む
NTTデータが考える新たな社会
新型コロナウィルス感染症による影響

や企業・行政機関の業務プ
ロセスの多くが、紙や対面

生身の人間の活動 としてのリアル

を前提としていることなど

目的に応じて、自在に使いこなすことができる社会
＝リアルとオンラインのベストミックス

です。単に技術の実装を進
めるだけでなく、
制度・ルー
ル、社会慣習も含めた、デ
ジタル技術の力を妨げる諸
課題に対して、抜本的な変
革を行うことが重要です。
NTT デ ー タ の 歴 史 は、

事業を通じた社会貢献の加速
〜新しい社会の実現に向けた課題解決〜
社会

新しい社会
新しい国家

オンラインシステムを創り
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生活

新しい生活
消費者行動

NTTデータの変革
〜新しい社会の実現に向けた働き方改革〜

業界

多様な働き方

新しい業界
企業のしくみ

先進的な
業務プロセス
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ジタル対応力の強化により、当社が
得意とする

します。

当然リモート開発の適用などを急

デジタル領域における

Only One 企業

を目指していきま

す。

ピッチで進めていきましたが、イン
フラ面や作業プロセスの面で追い付

③ NTT データの働き方改革

いていない部分も多分にあり、適用

（NewNormal 検討）

次に EMEA・中南米ですが、事

このような社会貢献を推進してい

業構造改革自体は昨年度に完了して

く上では、私たち自身の変革も必要

たとしても十分な生産性や可用性、

いますが、北米と同様 DX の取り組

となってきます。

セキュリティが確保できないプロ

できないプロジェクトや、適用でき

みが加速していることから、更なる

新型コロナウィルスによる緊急事

強化を目的に構造改革を進め、攻め

態宣言下においては、テレワークや

今後、場所や時間に捉われない働

の姿勢に展開しデジタル案件の獲得

Web 会議など、これまでなかなか

き方を実現し、before コロナよりも

に取り組んでいきます。

進まなかった取り組みが一気に定着

社員のエンゲージメントを高め、よ

したという良い面もありますが、一

り高い生産性を発揮していくには、

方で様々な課題が浮き彫りとなりま

これらの課題に対する対処していく

した。

ことが必要です。

②新たな社会貢献の創出（With コ
ロナ WG による検討）
・既存の社

ジェクトが存在しました。

大きく 2 つの課題があり、一つ

但し、それは単にテレワークや

ンの提供拡大）

目は、テレワークの普及に伴う制度・

Web 会議、リモート開発に切り替

NTT データ社内においては、本

風土面の課題です。

えていくのではないと考えておりま

会貢献の加速（既存ソリューショ

間社長の指示により 4 月に設置さ

これまでもテレワークに関する制

す。リアルの良い面も取り入れなが

れた、戦略統括本部を事務局とする

度やルールは整備されておりました

ら、オンラインとリアルのベスト

社内 WG において、With コロナ時

が、今回の緊急事態宣言下のように

ミックスを実現することが、私たち

代における当社メッセージの発信

テレワークが勤務の中の多くを占め

の目指す With コロナ・Post コロナ

と、今後の取り組みについて議論し

た場合、現在の出勤中心で設計され

における新しい働き方の形です。

てきています。今後新たな社会貢献

ているルール・制度では適さない部

の 創 出 と し て、 今 回 の COVID-19

分が多々あります。

における課題を、
「社会全般」「生活

このような思いを元に、私たちは
With コロナ・Post コロナにおける

また、テレワークの普及に伴い、

新たな働き方に向けて 3 つの取り

／消費者行動」
「業界／企業組織行

Web 会議やチャットツールを用い

組みを立ち上げ変革を推進していき

動」の 3 分類に分けて、それぞれ

た非対面のコミュニケーションを活

ます。

の領域で取り組みを検討します。例

用するシーンが増えましたが、不慣

えば、感染拡大を抑制するスマート

れな点やマナーが浸透していないこ

シティやオンラインのヘルスケア

となからコミュニケーション上の問

サービス、またビジネスにおける非

題も発生しました。

対面・非接触の取り組みなどです。
取り組み内容については、今後継続
してその活動の内容を発信していく
予定です。

（1）安心、安全な職場環境の整備
新型コロナウィルスによる影響が
続く中、事業を継続していく上では、
社員や協働者といった事業運営にか

もう一つは、業務プロセス・設備・

かわる全ての従業員が安心して業務

環境面の課題です。

を遂行できる職場環境の整備が必要

私たちは社会インフラやお客様の

です。

事業を支える重要システムを開発・

一方、これまでのビジネスにおい

運用しておりますが、セキュリティ

従業員の健康・安全を第一とする

ては、With コロナに関連する既存

上、オンサイトを想定したシステム

ことを方針に掲げ、社員安否確認シ

ソリューションの提供拡大を実施

開発・運用環境となっている場合が

ステムを活用した職場衛生管理の改

し、既存取り組みの社会貢献の加速

多く、今回の緊急事態宣言下では、

善プロセスの導入に取り組んできま

を図ります。例えば、医療関係者の

開発生産性の低下や可用性の低下を

した。

負担軽減や業務効率化の支援をいた

招きました。
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否状況確認するアンケート機能を
持った「社員安否確認システム」を
利用し、緊急事態宣言期間中から毎

3. 人事制度改革

いきます。

メンバーシップ型からジョブ型人
事制度への転換

（3）先進的な業務プロセスの導入
緊急事態宣言下では、先に述べた

週（現在は隔週）
、社員・家族の健
これらの改革は NTT データ単独

生産性・可用性の低下といった課題

で実現できるものもあれば、NTT グ

や、紙・ハンコを必要とする社内業

アンケート結果を元に、改善が必

ループ全体として実現が必要なもの

務により、出社しなければならない

要な職場・ビルを特定し、各職場・

もあります。NTT グループ全体の働

社員が存在するといった課題も見え

全社での継続的な改善アクションの

き方改革を推進する NewWorkStyle

てきました。

実施に取り組んでいます。

委員会に NTT データも参加し、早

社 内 業 務 は GAIA に よ る 基 幹 系

期実現に向けて積極的に取り組んで

IT 刷新を軸に、これまで分断・重

いきます。

複していた業務プロセスを再設計

康状態と職場の衛生管理状況を確認
しています。

（2）多様な働き方の実現
NTT データでは、緊急事態宣言

加えて、ルール・制度といったソ

し、事務処理や形式審査等の自動化

後も 50% 〜 80% の間でテレワーク

フト面の整備と並行し、IT 環境改

を実現します。また、帳簿類や押印

を継続することを目標としておりま

善、オフィスのあり方といったハー

の電子化と一元管理化を進め、印刷・

す。新型コロナウィルスの第二波、

ド面の整備も進めていきます。

郵送、保管等のコスト低減を図るだ

第三波が懸念されるため、当面は 3

テレワークやサテライトオフィス

けでなく、モバイル対応によりテレ

密を防止することが主目的ですが、

の活用を推進していく上では、リ

ワークでの作業を可能とすることで

将来的には単にテレワークへシフト

モート環境をストレスなく活用でき

完全電子化による紙ハンコからの脱

していくということではなく、出勤・

るように整備する必要があります。

却を図ります。

テレワークの組み合わせや、時差出

NTT データでは、緊急事態宣言

システム開発・運用業務について

勤・サテライトオフィスの活用など、

前は約 10,000 同時アクセスが上限

は緊急事態宣言下での課題の検証を

働き方の選択肢を多様化すること

で あ っ た リ モ ー ト 接 続 環 境 を、

実施し、NTT データ独自のクラウ

で、社員一人一人が業務やプライ

70,000 同時アクセス可能にまで増

ド開発環境である統合開発クラウド

ベートの状況に合わせて最適な働き

強しています。加えて、メール閲覧

の適用や運用自動化を推進し、作業

方を選択する事を目指しています。

や資料作成といった端末に高い処理

プロセス・ワークプレイスの DX を

このような多様な働き方を実現す

能力を求めない作業を前提としたシ

実現します。

るには、働き方によって機会や処遇、

ンクライアントではどうしても作業

これらの先進的な業務プロセスの

評価に差が出ないルール・制度を整

効率が落ちてしまう、オンライン

導入は新型コロナウィルスによる影

備する必要があります。

ミーティングやプログラミングと

響が出る前から計画されておりまし

その為、これまでの出勤中心で設

いった端末側に高い処理能力が要求

たが、これを機に一気に導入を進め

計されていたルール・制度の見直し

される業務をセキュアに、かつスト

ていきます。IT 業界のリーディン

として、以下の 3 つの改革を実施

レスなく実行する為に、ゼロトラス

グカンパニーに資する業務プロセス

します。

トネットワーク・セキュア FAT 端

への変革を目指しています。

末の導入を進めていきます。
私たちは、このタイミングを絶好

これらの取り組みにより、NTT

の機会と捉え、従来の働き方に戻す

データは、before コロナよりも社員

レックス制度の導入

ことなく、リモート化社会を牽引し

のエンゲージメントを高め、より高

2. 手当支給の見直し

ている企業として、多様な働き方を

い生産性を発揮できる働き方へと改

実現する為の制度・ルール面の改革

革をしていきます。

1. 服務制度改革
コアタイムの無い、スーパーフ

リモートワーク手当（仮称）の創
設、通勤費の実費化

ビジネスコミュニケーション

と、環境整備に引き続き取り組んで
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