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1 ビジネスソリューション事業本部の取り組み方針

ビジネスソリューション事業本部で取り組む
５つの DX ソリューション
2020 年６月、佐々木裕氏が株式会社 NTT データ（以下、NTT データ）ビジネスソリューション事業本部長に着任した。
佐々木氏は、2016 年からの２年間も同事業本部の本部長としてビジネスソリューションを所掌。COVID-19 で急変する
社会を背景に新たな取り組み方針について語っていただいた。

ソリューションを軸に
NTT データのビジネスを牽引
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つセキュリティを担保するフレキシ

デ ー タ 活 用 の 領 域 に お い て は、
Trusted Data Foundation

TM

という

Snowflake 社との協業を進め、より
高度なデータ活用ビジネスを多くの
お客様に提供している。

社会が大きく変わる今、
私たちに何ができるか？
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ブルなワークプレイスニーズも増加

見えてきた事業機会と
３つのキーワード

している。CASB や EDR といった
セキュリティ系の先進テクノロジー

仮想デスクトップ事業の BizXaaS

を活用し、トータルにゼロトラスト

Office（以後、BXO）1.0 は、社内

の環境を提供する BXO2.0 について

向けのインフラとして提供を始めた

も本格的に展開している。

ことを契機に、2010 年より本格的

こういった事業機会の変化を見る
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に、ソーシャルディスタンスの社会

WHAT
SHOULD WE DO ?

OPPORTUNITIES

浸透は、働き方の変革に加えて、営
業スタイルにも影響を与えているこ

Customer Touchpoint

とを実感する。これまで対面での営

顧客接点の変化・非対面チャネル

Product Digitalization

LEAD CUSTOMERS :

Automation

CONNECT Everything

New Normal Workstyle

Improve FLEXIBILTY

業が当たり前であったが、様々な

製品のデジタル化

バーチャルチャネルを活用した営業

自動化・機械化・無人化

活動が必要となっている。Salesforce

モノと人、全てをつなぐ

リモートワーク・オフィス変容

ソリューションを展開するチームで

Virtual Health

は、非対面チャネル時代の営業プロ

Cyber Security

柔軟性を高める

Utilize AI/ANALYTICS

遠隔医療

データを最大限活用する

サイバー空間の常時監視・即時対応

セスの提案を進めている。
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こうした事業機会の変化を捉え、
変革に向けて必要なキーワードは３

事業機会と３つのキーワード

国家間のデカップリングが進む中、

つあると考える。
（図１）

製造業にとってはサプライチェーンの

■ CONNECT Everything

見直しが求められた。 不確実性の時

IoT の進展というより、社会のオ

代を踏まえると、固定化したサプライ

ンライン化が進むというニュアンス

チェーンから、より柔軟かつ強靭なサ

だ。医療、教育に加えて、企業の活

プライチェーンが必要となる。クラウド

動として営業、開発などもオンライ

の活用はさらに進むことだろう。どこ

ンで行われる時代になるだろう。

からでもデータにアクセスができ、ア

■ Improve FLEXIBILITY

プリケーションを活用できるクラウドを
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不確実性の時代に
おけるデジタル
サプライチェーン
ブロックチェーン
企業間連携

データを活用した
New Normalの
顧客接点のあり方
非対面チャネル

CRM・AI・BI
データ活用

デジタルサクセス

2

SCM

Digital Business Solutions × AI&IoT

AI&IoT

3
ワークプレイスを
デザインする

-多様化する働き方へオフィス変革 リモートワーク

Facility Management ×
Digital Business Solutions

ビジネスコミュニケーション

会となればなるほど、そのようなデー
タ活用のニーズは高まっていくだろう。

５つの DX ソリューション

（各項の詳細は次頁より紹介）
① 不確実性の時代におけるデジタ
ルサプライチェーン
② データを活用した New Normal
の顧客接点のあり方
③ ワークプレイスをデザインする
ー多様化する働き方へー
④ ゼロトラスト時代におけるサイ

遠隔/在宅対応

⑤ With コロナ時代におけるシステ

自動化

省力化・無人化

Data Center & Cloud Services
× Network Solutions

５つの DX ソリューション
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タは蓄積されていく。予測が難しい社

Withコロナ時代における
システム運用のあり方

EDR

図2

ライン化されることで、その活動デー

をお客様に提供していく。（図２）

ゼロトラスト時代における
サイバーセキュリティ
Network Solutions × Digital Business Solutions
× Data Center & Cloud Services

多くの社会活動や企業活動がオン

私たちは５つの DX ソリューション

ITインフラマネージドサービス

クラウドセキュリティ

■ Utilize AI/Analytics

これらのキーワードを踏まえて、
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4

より高度に利用することが期待される。

5

バーセキュリティ
ム運用のあり方
デジタル化の遅れが顕在化した日本
ではあるが、今こそ新たな社会の仕組
みや企業の活動をリ・デザインするチャ
ンスだ。 次なる社会や企業の仕組み
に貢献していきたいと考えている。
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