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4 欧米ビジネスの概況

Withコロナ時代における社会課題の解決や
新しい社会の実現にデジタルソリューションで貢献していく
COVID-19 の感染拡大による経済活動の縮小は、世界の IT 業界にも大きな影響を及ぼしている。NTT データのグローバ
ルビジネスも例外ではないが、これまで取り組んできた事業構造改革とデジタル対応力強化の成果により、新たな顧客ニ
ーズに対応したビジネスの獲得にも繋がっている。

りも影響が少なく推移している。

COVID-19 感染拡大の影響
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力強化の成果が徐々に現れていると

投資にも遅れや抑制がみられる。

言えるだろう。

NTT データのグローバルビジネ
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Digital中心の事業ドメインへの変革を早期に実現
1.アウトソーシングサービスの高度化

自動化

クラウド

AI

事業構造改革
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2.デジタル対応力の強化

15の注力デジタルオファリング

営業力強化

コンサルティング
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FY2020

Acorio を買収
デジタル中心への変革を実現する
には、人財の拡充が欠かせない。

前倒し
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拡充とリスキル

革を加速している。

なる自動化技術やクラウド対応、AI
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この 8 月には、最先端サービス
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EMEA・中南米の取り組み

フォームとして世界中で注目されて

欧州

FY19に実施した事業構造改革の成果を元に、
Covid-19影響による新規事業機会へ着実に対応
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Covid-19影響による新規事業機会
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合意した。
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事業構造改革
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支援の案件等を獲得した。
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シフト加速

アメリカでは、With コロナで公
共サービスのさらなる効率化が模索
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デジタル力強化 （早期退職PG）
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収益性改善

FY19の成果を元にした
新規事業機会への対応
事業機会の獲得に向けた
構造改革の継続

EMEA・中南米における取り組み
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ギー分野で、大手エネルギー総合企
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ている。
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デジタル対応力強化をはかり、オ

フォーメーションパートナーとして
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アウトソーシングのデジタル化案件
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受注に繋がっている。
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EMEA・中南米

アフターコロナに向けて
With コロナ時代においては、一
般企業や公共部門のさらなる効率

発した先進的医療ソリューション

化・自動化が求められると同時に、

スペインとイタリアを先頭に

ehCOS が、効率的な医療業務の実

様々な社会課題の解決や新しい社会

デジタル案件受注が加速

現が可能になるとして、スペイン各
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重要になっていくと考えられる。
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診断ソリューション（ehCOS Remote
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Health）では、COVID-19 専用の機

デジタル力も強化されてきたことで

能を搭載し、自宅療養が可能な軽症

デジタル関連案件の受注が増加して

一体運営による

患者の遠隔診療対応を実現し、感染

いる。

さらなる効率化を模索
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スペイン最大のガス・電力会社で
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減や、遠隔診療による感染拡大の防
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everis、itelligence の 3 社が、元々持
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今後も、このような社会貢献につ
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ながるデジタルソリューションを提
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ナジー最大化に向けた取り組みも進

なって取り組んでいきたい。
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止に貢献した。
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