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特集 Global 3rd Stageの到達に向け
グローバルで質の伴った成長を目指すNTTデータ

　

現在、新型コロナウイルスの蔓延
という未曽有の環境変化に対応した
デジタルトランスフォーメーション
（DX）が加速しており、様々な社会
課題が浮き彫りとなってきている。
その課題解決や社会全体の DXに向
けた、分野・業界の枠を超えた連携
が進んでいくと想定される。また、
ESG課題として世界の潮流が「低
炭素」から「脱炭素」へ一気に転換
し、当社のお客様を含め、様々な業
界や企業が気候変動の取組みを加速
している。当社はこれらの潮流をと
らえて、Global 3rd Stageに向けて
現中期経営計画戦略の更なる進化が
必要だと考えている。

Global 3rd Stageに向けた更なる進
化として、新型コロナによる DXの
加速に対応した「Digital」において、
業際連携の加速による社会全体の
DXを実現していき、脱炭素化が世
界的な潮流に対応した「Green」では、
IT×価値共創モデルによる Green 

Innovationの実現を図っていく。
NTTデータは、日本国内だけで
なく、北米分野や欧州分野を巻き込

んだグループ全体で、当社の持つテ
クノロジーとロングタームリレー
ションシップの強みを活かし、分野
を超えた連携によりデジタル社会構
想の実現へ取り組む「Digital」と先
進技術を活用し、お客様との共創に
よって環境負荷低減へ取り組む
「Green」の双方の価値創出をしな
がら、Society5.0やカーボンニュー
トラルなどの新しい社会の実現を目
指していく。

　

新型コロナウイルスによって DX

の動きが一気に加速した一方で、デ
ジタル化に伴う様々な社会課題も浮
き彫りになった。例えば、オンライ
ン教育では対面授業の置き換えにと
どまっている状況であったり、オン
ライン診療・遠隔医療では、法整備
が進み始めるものの中々利用が進ま

Global 3rd Stage到達に向けて、現中期経営計画の取り組み状況を踏まえたうえで、次期中期経営計画の方向性を打ち出す
ことで、デジタルの力で新しい社会の実現に貢献し、グローバルで真に信頼される企業を目指していく。
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ない状況であったり、テレワーク・
オンライン会議では、企業・従業員
での適応格差が生まれている。官民
システム連携では、給付金等で国か
ら生活者へのダイレクトアクセスに
時間と労力がかかる状況になってい
る。これらの課題を踏まえ、当社で
は、オンラインだけでもなく、オフ
ラインリアルだけでもない、オンラ
インとオフラインの良いところを組
み合わせたベストミックスの社会づ
くりが必要と考えており、提供者目
線ではなく人々が中心で、かつ業界
や分野を跨り繋がったサービスが求
められると認識している。

「人々」が中心の社会でデジタル
を活用した新しい社会の実現の具体
例として、行政サービスの高度化が
ある。転居手続きや免許・パスポー
トなどの行政・民間のあらゆるサー

ビス・手続きを、パーソナルデータ
流通プラットフォームにより住民
サービスの提供を一気通貫で完結す
るコネクティッド・ワンストップな
社会の実現を目指している。

情報技術は私たちの暮らしに多く
の Innovationをもたらしたが、気候
変動対応においても、情報技術の活
用は不可欠といえる。NTTデータグ
ループでは、2050年カーボンニュー
トラルの実現に向けた気候変動対応
ビジョン「NTT DATA Carbon-neutral 

Vision 2050」を新たに策定し、2つ
の Green Innovationを通じ、自社の
サプライチェーンを通じた温室効果
ガスの排出削減のみならず、お客様
や社会のグリーン化へ貢献を目指し
ていく。「Green Innovation of IT」は、
大規模ミッションクリティカル業務
やデジタル技術を活用した新たな仕

組みづくり等含め、サプライヤーか
らお客様までの ITのライフサイク
ルを通じたカーボンニュートラルへ
の取り組みを推進する。「Green 

Innovation by IT」は、当社のデジタ
ル技術の活用、お客様との共創を通
じた、お客様や社会のカーボン
ニュートラルの実現や気候変動対応
力強化 (レジリエンス向上 )へ貢献
していく。特に「Green Innovation 

by IT」は事業を通じて社会のグリー
ン化に貢献することが当社にとって
のあるべき姿だと考えており、今後、
グリーンネイティブなビジネスを創
発していくことに注力していく。

当社は、カーボンニュートラルの
達成やインクルーシブな社会の実現
に向けて、IOWNのデジタルツイン
コンピューティング技術を活用し、
NTTグループ一体でこれまでにな
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い体験・価値を提供する「未来の街
づくり」を目指し、実証実験を開始
している。エネルギーの最適化や人
流・交通の最適化、個人に合わせた
住民サービスの提供など、あらゆる
人々にとって暮らしやすい街づくり
に取り組んでいく。

Global 3rd Stage到達に向けて「変
わらぬ信念・変える勇気によってグ
ローバルで質の伴う成長」を掲げた
現中期経営計画が、2021年度に最
終年度を迎えている。当社では、現
中期経営計画の“更なる進化”に向
けて、次期中期経営計画では国内戦
略、海外戦略、グローバル戦略の 3
軸で、強連携をしながら戦略を強化
していく。
国内戦略では、デジタル社会の実
現に向けた分野を超えた業際連携を
加速していく。具体的には、昨年度
に創設したソーシャルデザイン推進
室による分野横断の取り組みをはじ
めとして、次期中期経営計画では分
野横断の取り組みをさらに強化し、
各分野の強みと掛け合わせること
で、社会全体・様々な業界のデジタ
ル化の実現を目指していく。
海外戦略では、更なるデジタルシ
フトの推進と One NTTDATAを実
現していく。現中期経営計画で取り
組んでいる各海外グループ会社のデ
ジタルシフトを次期中期経営計画に
おいても継続して実施し、筋肉質な
事業構造への転換を進めていく。海
外 NTTグループの連携を進め、マー
ケットにおけるプレゼンス向上と、
強みの組み合わせによるEnd to End

のサービス提供を実現し、各国の成

ンダストリナレッジを掛け合わせ、
グローバルで競争優位性のあるデジ
タルオファリングを創出し、NTT 

Ltd.をはじめとした海外 NTTグ
ループと強連携することで、様々な
国・地域に社会課題を解決するソ
リューションを展開していく。
この戦略により 2025 年度の

Global TOP5に向けて、デジタルの
力で新しい社会の実現に貢献し、グ
ローバルで真に信頼される企業を目
指していく。

長を目指していく。
特に、EMEAにおいては、スペ
イン・イタリアのケイパビリティを
UKやドイツといった主要国へ展
開・活用し、成長を図っていく。さ
らに、北米、EMEA・中南米のそれ
ぞれのケイパビリティを相互連携す
ることで、海外全体でデジタル対応
力の強化を図っていく。
グローバル戦略では、国内×海外
の NTT連携による先進技術を核と
した One NTTオファリングの展開
を行っていく。現中期経営計画の戦
略 1の取り組みに加え、NTTグルー
プがもつ IOWN・O-RAN等といっ
た先進技術に、当社の強みであるイ
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図 33　次期中期経営計画における戦略の方向性

図 34　Global 3rd Stage に向けて FY2025- Global TOP5

次期中期経営計画における
戦略の方向性


