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1 新時代に向けた NTT データのグローバルビジネスへの取り組み

合言葉は POD！

―10 万人の仲間達で心を合わせて共に目指す
COVID-19 の感染拡大により、世界中でビジネス環境が大きく変わっている。2020 年 6 月、欧米分野担当、グローバル
マーケティング担当副社長に就任した西畑一宏氏に、NTT データグループのグローバルビジネスへの取り組みについて
語っていただいた。

POD −シンプルな目標を掲げ
皆が同じ方向を向く

「Teamwork」は時が経つにつれて世
界中の社員に浸透してきているよう
に感じています。加えて、私の 6 月

こんにちは西畑です。この 6 月

着任以降、当社のグローバルビジネ

より再び NTT データのグローバル

スの重点領域として「POD」
（ポッド）

ビジネスに責任を持つ今の立場に

を掲げています。

戻ってきました。世界中が COVID-

・Profitability（利益率）の改善

19 による不安に包まれる中での着

・One NTT Data の実現

任でした。このような大変な環境の

・Digital Leader としての実力獲得

株式会社 NTT データ
代表取締役副社長執行役員
欧米分野担当
グローバルマーケティング担当

中で工夫をしながらお客様、社会よ

それぞれの頭文字をとって POD

り求められていることに応えている

です。皆が念仏のように唱えられる、

仲間達を誇りに思い、感謝していま

シンプルな目標を掲げることは大切

す。引き続き厳しい状況にあるお客

です。海外各社幹部や現地社員と話

様、社会を支える一助として当社も

す機会には「POD、POD、POD、、、」

も「それは本当に POD に貢献して

貢献させていただければ幸いです。

と文字通り繰り返し唱えています。

いるのか」と自問し、判断の基準と

さて当社が目指すべき Vision とし

何度も伝えて、頭の中でも繰り返し

するような習慣ができてきます。グ

て掲げる「Trusted Global Innovator」
、

ていると、何か判断する時やアク

ローバルビジネスに携わっている

また判断基準である Values として定

ションをとる時には、私自身もグ

と、国籍、世代、性別、文化等の背

義した「Client First」
、
「Foresight」
、

ローバルビジネスに携わるメンバ達

景が異なるメンバと働くことが当た

西畑 一宏氏

り前です。そのような環境でも前述
の Vision & Values や POD 等シンプ
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ONE NTT DATA

DIGITAL

Hit 7% Proﬁt

Serve clients as an
integrated, global
company

Be recognized
as a market leader

ルな目標を共通の拠り所として持て
ると、同じ方向を向くことができ、
またそのことが驚くほどのエネル
ギーになることを実感しています。
私は映画 STAR WARS シリーズの大
ファンなのですが、その中のヨーダ
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POD

というキャラクターの発言を借りて
POD に つ い て は「Do. Or do not.
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There is no try.」
（試してみるはない、

えています。まずは EBITA7% 達成

たはアウトソーソシングサービスプ

やるかやらないかだ！）と伝えてい

という目標を掲げていますが、競合

ロバイダーとして見られている、と

ます。つまり
「やる」
一択なのですが、

と比較するとこれも通過点に過ぎな

いうところだと思います。これを変

一人一人が覚悟を持ち本気になって

いと思っており、更なる利益率改善

えていきたい。

もらいたいからです。

を目指していきます。

Vision & Values を全世界標準とし

まずは各国で Digital Leader とし

次 に O の One NTT Data で す。

ての実力をしっかりと身につけてい

て制定してから 7 年が経ち共通の価

当社グループでは現在 NTT データ

きます。そして同時にグローバルレ

値観として浸透してきたこと、また

の他に everis や itelligence という複

ベルで Digital Leader としてアピー

シンプルな POD という重点領域を

数ブランドをもって事業を行ってい

ルできるオファリングを分かりやす

掲げること、これらにより皆が同じ

ます。また NTT グループに目を向

く整えていくこと、効果的に伝えて

方向を向くことができています。

けると昨年、NTT Communications

いくことに重きを置いて取り組んで

の海外事業、Dimension Data、NTT

います。

POD 達成により本気で
Global Top Player を目指す

Security が統合され、NTT Ltd. とい

以上の P と O と D のそれぞれを推

う姉妹会社ができました。これらの

進することが、POD 全体に良い影響

ここからは POD それぞれについ

複数ブランドについて既にお客様や

をもたらすと思っています。Digital の

て、少し詳細に私の思いを説明させ

アナリスト等マーケットから「混乱

力をつけていけば Profitability も改善

てください。

する」、「分かりづらい」と度重なる

されますし、One NTT Data が推進

まずは P の Profitability について

指摘を受けています。実際に分かり

されていけば、各国の Digital の強

です。2000 ゼロ年代の後半に本格

づらいことこの上なく、マーケット

みをグローバルで活かし合えます

的にスタートした当社のグローバル

からの反応はもっともですので今が

し、重複を排除して Profitability に

ビジネスですが、まずはプレゼンス

改める時です。具体的にはまず当社

も効いてくるわけです。結果として

向上のための量的・面的な成長に重

の中でブランド、組織、オペレーショ

当社全体の競争力向上につながりま

点を置いてきました。それから十数

ン等統合していき One NTT Data を

す し、 こ れ が 本 気 で Global Top

年経過し海外での売上高が一兆円に

実現します。その結果 NTT Ltd. と

Player を目指すための素地になって

迫る現状の規模をもっても、まだま

の連携もやり易くなるはずですので

いくと信じています。

だ投資フェーズであり引き続き成長

こちらも強化していきます。

を目指さなければなりません。一方、

最後に D の Digital についてです。

新しい一体感

成長していることを、現状のあまり

各国事業を見るとそれぞれ Digital に

に低い利益率の言い訳にしてはなり

ついて良い要素が散らばっています。

さて、コロナ禍以前と現在とでは

ません。グローバルビジネスにおい

しかしグローバルマーケットから見

私自身の働き方も一変しています。

ても最低限の利益率を達成し、自分

て、当社がどれだけ Digital Leader と

毎月何度も海外出張で現地を廻り、

達で成長の糧に再投資できるように

して見られてい

なっていかなければ中長期的な競争

るか、という点

力は得られません。現中期経営計画、

で や は り BIG4

そ し て POD の 中 で 明 確 に

やコンサルティ

Profitability 第一と掲げることで成

ング系の競合他

長一辺倒でなく、例えば投資対効果

社と同等のレベ

を厳しくみる、重複排除、階層をシ

ルでは認識され

ンプルにする等の効率化、利益率の

ていないわけで

低いビジネスへはリソース配分しな

す。 従 来 型 の

い、というようなマインドに切り替

SIer として、ま
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図２

各地域の Townhall Meeting 等に参加した様子
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年中時差ボケというのがコロナ禍以

は NHK の
「Cool

前の状態でしたが、コロナ禍以降は

JAPAN 〜発掘！

もちろん出張も取り止め、できるだ

かっこいいニッ

けオフィスへ出社せずリモートワー

ポン〜」という

クしています。海外にいるメンバと

外国人が日本の

は物理的には会えなくなったわけで

かっこいいもの

すが、コミュニケーションの質・量

を語りあう、と

には良い影響もあったのではないか

いう番組が大好

と感じています。

きです。この番

第一に物理的な距離に関係なく、

組の企画をお借

Aiming to share cool things among NTT DATA colleagues

図３

当社の Cool Things についての対談の動画配信

世界中のどこにいる相手とも等間隔

りして、世界中に散らばる当社の

異なります。当社グローバル事業で

で接することができるようになった

Cool Things を改めて発見して共有す

もお客様への継続的なサービス提供

と感じています。実際、毎日のよう

る、という情報発信を始めました。

や社員の安全確保、エッセンシャル

に朝は 7 時から南北アメリカ大陸と、

当社の Cool Things について私と現

ワーカーへのサポート強化のために

日中帯は日本やアジア、夕方から 22

地社員がオンラインで対談する模様

前例のない対応を行ってきました。

時くらいまでは欧州のメンバとオン

を毎月動画配信するという毎回の構

例えば当社の北米事業やインドから

ラインミーティングをしています。

成です。始めてまだ数回ですが、
「う

のショアリングによるアウトソーシ

ちの Cool Things について取り上げ

ン グ サ ー ビ ス を 担 う NTT DATA

社員の声を直接聴く機会が増えまし

て欲しい」と各国の社員からもリク

Services 社では社員が出社する際は

た。海外拠点ではロックダウンによ

エストがあり嬉しく思っています。

原則 CEO 決裁を必要とし、社員に

り社員がオフィスへ行けない、物理

グローバルに急成長している今だか

厳しくリモートワークを求めていま

的なミーティングを持てない、とい

らこそ、また COVID-19 で不安感の

す。これはロックダウン解除後も継

う問題に直面することになりまし

ある今だからこそ、改めて自分達の

続しています。CEO 自身も出社して

た。それぞれの地域やチームで All-

良いものを見つめ、前向きに取り上

いません。また例えばインドやスペ

hands Meeting や Virtual Town Hall

げていきたいと思っています。

インの大規模アウトソーシングセン

第二に現地のイベントに参加し、

Meeting 等幹部と社員が語り合う機

このようにオンラインであっても

タで勤務する社員達はロックダウン

会の開催頻度を多くしています。透

日々顔を向き合あわせ、皆が前向き

によりセンタに出社できず、急にリ

明性を持ったコミュニケーションに

に取り組んでいる姿を見ることで、

モートワークの環境も整わないので、

より社員の不安の払拭や、一体感の

新しい一体感も生まれていますし、

セキュリティ対策を施したうえでセ

醸成のための工夫です。物理的な制

私自信も元気をもらっています。

ンタのデスクトップ PC を自宅に持

約がなくなったことが幸いして、私
もこれらのイベントへ参加しやすく
なり、せっかく世界中の社員と直接
コミュニケーションできる機会なの

ち帰りなんとかサービス継続をする

Transforming to the New
Normal

というような対応も行いました。
日本ではマスクをして、アクリル

COVID-19 感染予防対策として、

板の仕切りを置き、手洗い・うがい

で積極的に参加するようしていま

日本でとられた外出自粛政策と海外

を徹底するというような感染予防対

す。毎週、毎月のようにこれらの

でのロックダウン政策とでは、企業

策をしっかりするという方向へ考え

Virtual Meeting に参加し、幹部のみ

のマインドセットや対応にも大きな

がいきます。しかし海外のように全

ならず現地社員へ直接感謝、激励を

違いがでているように思います。自

く出社できないことを前提とすると

伝え、前述の POD についての意図

粛でありいざとなれば出社できるこ

新しいビジネスのやり方を指向する

も伝えています。

とと、外出すると罰則があり一切出

ようになります。

最後に情報発信についてです。私
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社できないことは、取られる対応が

例えば先のアウトソーシングセン
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タの場合は、社員が自宅で業務をす

発想の逆転があったわけです。

ても異なりますが当社が身を置く事

るとどうしてもセキュリティの担保

また欧州連合の機関からも非対面

業環境も厳しいものです。お客様に

という課題に直面します。今はルー

の営業を経て発注していただきまし

て新規投資を見送る、見直すという

ルやプロセス等により、技術面・運

た。こちらはコロナ禍以前から多国

判断があるのは当然として、米国で

用面の歯止めとするということが主

籍チームでお客様と接していたため

言うところのいわゆる「チャプター

な手段ではありますが、自宅で業務

に既に対 面とオンラインとのハイブ

11」という再建型の倒産手続きに

をしているとどうしても家族もいて

リッド営業でした。そのため欧州全域

入っているお客様もいます。当社で

センタレベルのセキュリティの担保

でロックダウンとなった際にも完全オ

はサービス提供の継続性担保に重点

には限界があるわけです。それでは

ンラインへの移行がスムースにできた

を置きながらも、先にご紹介したよ

今後は例えばスマートグラスで社員

点が評価された、という事例でした。

うに新しいアプローチによる価値の

本人しか画面は見えないようにしよ

これらは対面ミーティングが不可

う、などというようなことを本気で

能になったということで逆に物理

当社はテクノロジーやソリュー

検討しています。

的、時間的制約を超え付加価値を高

ションを商材としている企業ではあ

めるアプローチができた、という良

りますが、今回のように社会の急激

い事例だと思います。

な変化や切迫したニーズにテクノロ

また営業においても新しいやり方
の工夫をしています。例えば北米で

提供に取り組んでいます。

はある大手保険会社を新規顧客とし

このように日本と海外におけるア

ジーが追い付かないこともありま

て対面営業無しで発注していただく

プローチの違いを、私は有名ハリ

す。逆説的なようでありますが、人

ことができました。当社サイト問い

ウッド映画のタイトルを借りて

の創意工夫によってこれらの障壁を

合わせページの照会からやり取りが

「Back to the New Normal」なのか

乗り越えており、それこそが当社の

始まり、オンラインミーティングと

「Transforming to the New Normal」

Resilience で あ る と 実 感 し て い ま

バーチャルファシリティツアーを組

なのかと表現しています。つまり「新

す。少し中長期的な視点から見た場

み合わせての提案活動でした。お客

しい日常へ戻る」のか、「新しい日

合、当社の競争力の核心として問わ

様への提案のためのオンラインミー

常へ変革する」のかということです。

れるのは、いかに先進的なテクノロ

ティングにおいては、従来の対面

当社の場合は日本と海外のどちらの

ジーやソリューションを扱っている

ミーティングのように限られた営

アプローチでも経験を積みながら、

かという点よりも、いかにテクノロ

業・開発メンバのみが参加するので

双方の良いところを組み合わせて強

ジーに長じ創意工夫に満ちた人財に

はなく、主要開発メンバを全員参加

みにしていけるのではないかと考え

とって魅力的であり、そういった人

させ、技術面、サービス面でいかな

ています。

財を扱うのに長けているか、という

る質問を受けても即答できるように
しました。対面が無理だからこその

点になるでしょう。

Resilience とはすなわち人財

COVID-19の年として歴史に残る2020年は人類にとってターニングポイントとなり得るか。
New Normalへ戻る のか、それとも New Normalへ変革する のか？

BACK
TO
THE New Normal

図４

OR

Transforming
TO
THE New Normal

日本と海外での COVID-19 対応の違い
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現在 POD 達成に向かい、グロー
バルビジネス配下の約 10 万人の社

立ち直る力のこ

員が頑張ってくれています。POD

と を 英 語 で Re-

推進により社員一人一人が自分のポ

silience と言 いま

テンシャルを最大限発揮して、より

す。コロナ禍以降、

一層イキイキと活躍できる環境も

社会や企業におい

整ってくるはずです。雨降って地固

ては Resilience を

まるという言葉があるように、今の

いかに高めるかと

厳しい状況を仲間と共に乗り越えて

いう点が着目され

一層強くなれると信じています。

ています。
国や産業によっ

41

