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お客様から信頼される存在であり続けるために
製造業のお客様をパートナーとして支え続ける NTT データ IT 製造イノベーション事業本部 ( 以下、当本部）。お客様と
ロングタームリレーションシップを構築し、信頼される存在であり続けるために様々な取り組みを進めている。それらの
取り組みについて、杉山洋副本部長に伺った。

グループ連携による提供価値の
最大化

「IT パートナー系」はお客様の IT
子会社に資本参画し、幅広い IT サ
ポートの実現により、お客様、IT 子

当本部の大きな特色の一つとし

会 社、NTT デ ー タ の 3 者 が WIN-

て、連携するグループ会社が多いと

WIN-WIN となることを目指して今

い う 点 が 挙 げ ら れ ま す。 こ れ は

日まで取り組みを行ってきました。

2000 年頃から推進してきたアライ

その中で、ノウハウを蓄積し、様々

アンス戦略によるもので、現在、当

なニーズにお応えできる基盤を整え

本部には 670 名の NTT データ社員

ました。これにより、元親会社の発

に加え、14 社 7,300 名のグループ

展に寄与し、信頼を獲得し続けるこ

会社の多くの仲間が存在します。グ

とが、次なるお客様とのパートナリ

ループ会社にはそれぞれ特色があ

ングに繋がり、新たな信頼を獲得す

り、
「IT パートナー系」
、
「オファリ

る好循環を創造しています。

ング強化系」
、
「組み込みソフト系」
と大きく分類できます（図 1）
。

製造業に取り組む上では、経営基
盤を支えるグローバルでデファクト
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ンサルティングや、デリバリー力の
獲得、また、昨今の不確実性の高ま
りに対応するために何にチャレンジ
すべきかをお客様と一緒に考えるコ
ンサルティング力が、お
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IT パートナー・アライアンス戦略の変遷
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では当本部としての注力
オファリングである SAP
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現在は、当本部の注力インダストリ

を明確にする必要があります。そこ

である自動車領域に対応していく上

で注力するインダストリとして「自

「コンサルティング」は、ビジネ

での強みの一つとして取り組みを

動車」、「機械」、「食品・飲料」、「医

スコンサルティング、ソリューショ

行っています。自動車業界でソフト

薬」の 4 つを設定し、取り組みを

ンコンサルティング、テクノロジー

ウェアファーストが加速する中、こ

進めています（図２）。さらにこの

＆トランスフォーメーションという

うした動きに追随することがお客様

取り組みを進める中で各インダスト

3 つの組織形態からデザイン並びに

からの信頼を獲得し続ける上で非常

リ毎に注力する領域を明確にしてい

アナリティクスを起点として経営課

に重要です。

ます。

題解決にアプローチし、デジタルビ

以上のようにグループ連携と言って

しています。

具体的には、
「自動車インダストリ」

ジネスを推進することの強化に取り

も、その背景には様々な特色があり、

では、コネクティッド、顧客接点、

組んでいます。
「SAP」は、SAP コン

グループ会社の多様性が提供価値の

エンベディッドの 3 領域、
「電機・機

サル人材を抱えており、上流から開

多様性に繋がり、お客様への提供価

械インダストリ」では、エンジニア

発までのフェーズに加え、その後の

値に寄与していると考えています。

リング業界における対応力の拡大、

保守運用までをサポートする体制を

「食品・飲料インダストリ」では、ヘ

整えています。海外へのロールアウ

ルスケアとも連携したパーソナライ

トにおいても経験を積んでおり、グ

ズ、スマート工場などを含むデジタ

ローバル展開するお客様に対して、

ルツインによる SCM 改革、R&D 領

QCD において安心してお任せいた

と「オファリング」という、2 つの

域の高度化、
「医薬インダストリ」で

だける体制を構築しプロジェクトを

戦略軸からの取り組みを推進してい

は、
医療情報の二次利用（千年カルテ）

推進しているところです。
「Bizʃ」は

ます。

をはじめとしたデータ活用による医

国産パッケージの特性を活かし、海

療の高度化や創薬プロセスの最適化

外製のものよりも国内業務との親和

に注力しています。

性に優れているという点からお客様

「インダストリ」×「オファリ
ング」の 2 つの戦略軸で展開
当本部では、近年「インダストリ」

まず、
「インダストリ」については、
従来は会計や人事といったバック
ヤードの領域では、業界をまたがっ

次に、
「オファリング」については、

にとっての選択肢を増やすべく、製

て共通する部分がありましたが、今

前述のとおり、世の中の不確実性に

後のデジタルビジネスにおいては、

お客様と一緒に対応していくとい

これらの「インダストリ」と「オ

お客様の事業に近い領域で IT を活

う必要性から「コンサルティング」

ファリング」の取り組みにおいても、

用することになるため、それぞれの

とグローバルでのデファクトオファ

当本部が単独で取り組むのではなく

業界に関する深い知識が求められま

リングである「SAP」、自社グルー

各インダストリ、各オファリングに

す。よって、製造業という大きな括

プ の 国 産 ERP パ ッ ケ ー ジ で あ る

おける戦略を関係するグループ会社

りではなく、注力するインダストリ

「Bizʃ」を注力オファリングと定義

としっかりと擦り合わせながら実行

品の強化を継続しています。

することでその成果の最大化に繋げ
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「インダストリ」×「オファリン
グ」戦略をグループ連携で推進
リング」の二つの戦略軸について、
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SAP/Biz∫

でどのような取り組みを行っている
かを具体的にご紹介いたします。
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