特集

ニューノーマル時代におけるNTTデータの
ニューノーマル時代におけるNTTデータの
特集
グローバルビジネスへの取り組み
グローバルビジネスへの取り組み

2 欧米ビジネス戦略

事業構造改革を着実に進め
アフターコロナでの事業拡大を目指していく
Global 3rd Stage に向けグローバルで質の伴った成長に向け歩みを進めていた中、COVID-19 の感染拡大によりグローバ
ルビジネスも一時減速を余儀なくされた。各国の状況に合わせたオペレーション体制を確立するとともに、北米は事業構
造改革を前倒し実行、EMEA・中南米は事業構造改革の成果を着実に汲み取り、来年度以降の V 字回復を目指している。

客様への価値提供の深化をはかって

Global 3rd Stage に向け、
質を伴った成長を目指す

いる。

＜北米戦略＞
既存の強み×デジタル技術

NTT データは、2025 年頃をター
ゲットにグローバルトップ 5 に入
るという目標「Global 3rd Stage」に

北米における最大の強みは、買収

向け、グローバルでの質の伴った成

した旧 Dell Services を源流とした

長を基本方針に掲げて、昨年度から

ITO（Information Technology Out-

の中期経営計画を進めている。

sourcing）
と BPO（Business Process

株式会社 NTT データ
執行役員
北米事業本部長
EMEA・中南米事業本部長

グローバルで共通した強みを持ち

Outsourcing）だ。顧客基盤も厚く、

一体となって展開していくために、

北米のお客様のグローバル展開もサ

注力領域を決めて積極投資によりオ

ポートしている。これまでは伝統的

フ ァ リ ン グ を 創 出 す る と と も に、

なアウトソーシング領域が主流で

ル分野の中から自分たちが持つ強み

マーケティングや技術活用における

あったことから、それにデジタル技

を 15 のデジタルオファリングとし

グローバル連携を加速している。一

術を掛け合わせた高度なサービスの

て設定し、
そこに重点的な投資を行っ

方、それぞれの地域（リージョン）

提供に取り組んでいる。

ている。

においては、その特性に合わせてお

北米の戦略

5 つの重点領域と、幅広いデジタ

既存の強み と デジタル技術 の掛け合わせで
着実に受注を拡大
強み領域

デジタルオファリング群
1

North America
重点志向での
強み創出と
柱顧客の拡大

既存の強み
（ITO/BPO）

×

2

Application
Management
Dynamic
Workplace

Journey to the Cloud
App Dev &
Modernization
Cloud
Transformation
Enterprise
Applications

3

Data Intelligence &
Automation
Intelligent
Automation
Data Architecture
Modernization

５つの重点領域

E2E Data Center

＋

Intelligent Network
Business Process as a
Service

Data as an Asset
IoT Advantage

15のデジタルオファリング

デジタル
技術

図１
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Digital Operations

北米の戦略

を設定

4

Customer Experience

5

Security

Blockchain Edge

木村 千彫氏

オファリングの選択と集中により、
お客様への提供価値をさらに高度化、
効率化していこうとするものである。

＜ EMEA・中南米戦略＞
デジタル投資と事業構造改革
による効率化
EMEA・中南米においては、買収
の 経 緯 も あ り NTT DATA EMEA、
everis、itelligence の 3 社がそれぞ
れの顧客基盤や強みを活かしながら
ビジネス展開を行っている。
既存の強みを活かしながら、積極

ビジネスコミュニケーション
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的なデジタル投資により各国・地域

ズに対応できる体制を整備すること

ある。お客様と会うことができずリ

にあったデジタル力強化を図るとと

にした。さらに、今年度から POD

モート商談となる中で、様々なツー

もに、昨年度行った事業構造改革に

を重点領域として掲げ、収益力の向

ルを用い、アジャイルで状況に応じ、

よる効率化を実現し、質の伴った成

上をより一層意識するようになった

かつアピールポイントを押さえた提

長に繋げていくことを目指している。

こともあり、今年度は集中的に事業

案活動を行い、新規のお客様の大型

構造改革に取り組むこととした。

案件を受注した例もある。

前倒しで
事業構造改革を実行

具体的には、北米において来年度

物理的なオフィスの必要性が低下

末までに行う予定であった事業構造

していることを受けたオフィスの統

改革を、1 年前倒しして今年度中に

合・集約は、トータルで 3-4 割縮小

それぞれの地域特性に合わせたお客

実施していく。デジタル対応力を強

となり、コスト削減に寄与するので

様への価値提供の深化をはかるとい

化するために必要な人財を拡充し、

はないかと見込んでいる。

う目標に向かってしっかりと歩みだ

必要に応じてリソースの最適化を進

欧州においては、国によって規制

したところに、コロナショックが

めるとともに、オフィスやデータセ

状況も異なるため、各国の状況に合

襲ってきた。

ンタの統廃合も進める。

わせたオペレーションを行ってい

デジタルオファリングを強化し、

欧米においては、ロックダウン等

欧州における事業構造改革は昨年

る。事業展開に関しても、デジタル

による外出や移動が厳しく制限さ

度集中的に行い、一部を除いてほぼ

へのトランスフォーメーションに早

れ、これまでの仕事のやり方を根本

終了したところであるが、今年度も

めに入っていた国では影響をあまり

的に見直さざるを得なくなり、第 1

継続し改革の仕上げをしていく。

受けていない一方で、取り組みが遅

四半期中は、各国において事業継続、

グローバルで、スキルセットの入

れていた国では影響が大きい。各国

オペレーション体制の確立に奔走す

れ替えとデジタル対応能力の拡大を

の状況に応じた対応を行いつつ、さ

ることとなった。それぞれの国の規

今期中にやり切り、来期の V 字回

らに 3 社でのシナジー追求のため

制状況に合わせたオペレーションを

復を目指すこととしたのである。

に、一体運営を目指したオペレー

確立することができ、夏以降はコロ

With コロナでの
各地域のオペレーション

ナ禍においてもビジネスが回る状況
となっている。

ションを模索していく。

V 字回復に向けて

社会経済の先行きが不透明となっ

北米においては、もともとリモー

たことから、中期経営計画の推進見

トワークに慣れていたこともあろう

欧州では新たなロックダウンや移

直しを実施し、パンデミックが収ま

が、ニューノーマルに対応した仕事

動制限が行われる等、今後の経済社

り IT 投資回復時に必要とされるニー

の仕方の工夫には目を見張るものが

会情勢は不透明だ。しかしながら、

積極的なデジタル投資と事業構造改革で
お客様からのTrustを獲得

EMEA・中南米
の戦略

IT 市 場 に 関 し て は 比 較 的 ス ピ ー
ディーに回復するという見方もあ
り、また、リモートワークが中心と
なり、人手をかけなくてよいところ

EMEA&
LATAM

リージョン特性に
合わせた顧客
提供価値の向上

に対する自動化等は、世界的に今後

既存の強み×デジタル投資

も継続していくと見込まれる。

〜トップラインの成長〜

事業構造改革による効率化

〜利益率の改善〜

With コロナ時代のデジタルニー
ズをとらえ、NTT データの強みを
活かし、お客様への提供価値をさら
に高めていきたいと考えている。

図２

ビジネスコミュニケーション

EMEA・中南米の戦略

2020 Vol.57 No.12

43

