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金融 GITS事業部の主な事業は、
銀行やクレジットカード事業者をお
客様とする SIだ。NTTデータなら
ではの長期的なお客様との関係が大
きな強みとなっている。引き続きこ
の強みを活かす一方、世の中で変化
する価値を見出し深化させていくこ
とも必要であるとして、斎藤氏は次
のように述べている。
「近年キャッシュレス化が進んで
いますが、それと合わせるように
Fintechが拡大し金融分野への異業
種参入が進んでいます。ITプラッ
トフォーマーの参入が目立った QR

決済などは代表的な例と言えます。
またさまざまなサービスを統合した
いわゆる『スーパーアプリ』が人気
を集めており、提供するコンテンツ
が 1つだけのようなアプリではエ
ンドユーザーの評価を得ることが困
難になっています。このような状況
には金融業界だけでなく業界を超え
た対応が必要です。」
このような背景から新設されたの
が戦略企画 Gであった。

　

NTTデータはお客様との長期的

な関係をベースに「4D Value」、す
なわち Discover（市場・ニーズの
予測や技術の目利き）、Design（広
い視野に基づく企画・構想）、
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図 1　戦略企画グループの新たな取り組み：背景と方針
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Develop（最新の技術・サー
ビス・ソリューションを適用
した高度なシステム構築）、
Drive（お客様がソリューショ
ンを最大限活用するためのサ
ポート）からなる「4D Value 

Cycle」を推進し、お客様へ
の価値提供を深化することを
戦略の 1つとして掲げてい
る。金融 GITS事業部の強み
も 4D Valueと一致する部分
が多く、戦略企画 Gの取り
組みも 4D Valueを強く意識
したものとなっている。

戦略企画 Gは主に 2つの取り組
みに注力することを活動方針（図 1）
として掲げている。1つは「既存ア
セットの発掘と活用」。個々のお客
様に寄り添い価値を深める活動に注
力してきただけに、複数のお客様に
共通して役立つアセットを持ちなが
ら、マイクロサービス化や横展開に
特段の注力をして来なかった。そこ
で既存アセットを見直し、他のお客
様にも役立つアセットがあれば積極
的に提案する活動に注力している。
もう 1つは「顧客ニーズの吸い
上げと展開」。お客様に共通する課
題があることは、これまでの経験か
らもわかっていた。そうした課題を
積極的に吸い上げ、全体の課題とし
て認識し、一気に解決を図ることに
注力している。より効率良くスピー
ディーに対応することで、お客様へ
のコスト低減も期待できる。

発することを意味する。
容易なことではなく、自らが考え
アイデアが育つような組織作りも戦
略企画Gのミッションの 1つとなっ
ている。既に具体的な取り組みを展
開しており、営業・開発と合同での
アイデアソン、他事業部とのビジネ
スアイデアや活用事例に関する意見
交換会、営業部門と一体化したトレ
ンド勉強会等を定例で実施している。

アセットの有効活用について特に
力を入れている分野の 1つが、スマ
ホアプリを活用した決済サービス
だ。さまざまな領域の技術が必要に
なるが、NTTデータは幅広い領域に
対応している。図 2に示したのはス
マホ決済サービスに関わる機能群で
あり、背景色が付いている領域の機
能は全て提供準備が整っている。
「各機能はできる限りマイクロ
サービス化し、再利用可能にしてい
ます。必要な機能だけを組み合わせ

前述の 2つの取り組みに共通す
るのは、これまで縦割りになりがち
であった取り組みを組織横断で行う
ことだ。前述のように金融分野への
異業種参入も目立っていることか
ら、金融系以外も含めた他事業部／
組織との連携も重要視している。
「事業部間の HUBとしてニーズ
とソリューションを結びつけ、さら
には業界を超えた新しい価値を作り
上げる商社のような存在になること
が戦略企画Gの目標です。」（斎藤氏）

斎藤氏の言う「新しい価値の創造」
は、お客様のニーズと自社／グルー
プ内／外部のソリューションやサー
ビスを結び付ける取り組みを通じ
て、それらアセットの組み合わせに
よる活用高度化を進めるだけでな
く、新しいサービス／ビジネスを創
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スピーディーに目的のシステ
ムを実現できます。例えば既
にスマホアプリを提供してい
るお客様がそのアプリで決済
も可能にしたいという場合、
我々の決済用 SDKを活用し
て素早く決済機能を追加する
ことが可能です。」（丸山氏）

NTTデータはキャッシュレス
決済プラットフォーム“CAFIS®”
や、金融系の各種サービスと
連携しやすいクラウド基盤
“OpenCanvas®”のようなシス
テム基盤を提供している。一
方で AWSや Azureのような
他社のクラウド基盤を活用す
るなど、お客様の事情に合わせてマ
ルチベンダーで最適なものを組み合
わせ可能であることも強みの 1つ
となっている。

トップライン向上を目的にさまざ
まなデータを集めて分析・活用する
ことに取り組む企業が増えている。
そのための情報系システムを既に構
築済みでシステム更改を複数回行っ
ている企業も多い。今後ますます重
要になる分野の 1つであり、戦略
企画 Gはこの分野でもアセットの
発掘と展開に力を入れている。
図 3はデータの収集、蓄積、分析・
加工、活用までの一般的な流れと必
要な技術をまとめたものだ。NTT

データはいずれの技術領域にも対応
しており、お客様の要件に応じて最
適なツールや技術を組み合わせるこ
とができる。
情報系システムの導入・更改は費
用対効果の観点から経営層の説得が

難しいと考えるお客様が多い。また
役立つ便利なツールが多数存在する
ものの、むしろツールが乱立してい
るためどのツールをどのように使え
ば良いか迷うお客様も多い。さらに
近年は AI活用やクラウドへの移行
といった新たな要件も増えている。
こうした課題に対応し、より良いデー
タ活用を実現する取り組みについて、
瀬戸口氏は次のように述べている。
「お客様との長期的な関係を活か
し、まず現状をしっかりと把握しま
す。そして将来のビジネスを見据え
ながら何が必要になっていくかをお
客様と一緒に考えます。これにより
トップライン向上につながるよう
な、また経営層にもアピールしやす
いメリットを生み出します。最新技
術を活用しながらいかにクラウドへ
移行するか、いかにコストを下げる
か、といった点も重視しています。」

同グループが立ち上がった 2020

年 4月はテレワークの急拡大など、
コロナ禍を受け新たなニーズが顕在
化したタイミングでもあった。そう
したニーズへの対応もいち早く進め
ており、戦略企画 Gの取り組みは既
に具体的な案件につながっている。

「既存アセットの発掘と活用」と
「顧客ニーズの吸い上げと展開」と
いう 2つの取り組みは 1つのサイ
クルのようなものであり、繰り返し
ていくことによる相乗効果も期待で
きる。
「我々の新たな取り組みの価値は、
まずスピーディーで効率の良いソ
リューション提供です。そして今後
は 2つの取り組みによるサイクル
を回していくことにより、新規ビジ
ネスにつながるような新しい価値の
創造も実現していきたいと考えてい
ます。」（斎藤氏）
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図 3　データ活用の流れと必要な機能の例
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