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NTTデータの金融×DXに向けた取り組み

2 戦略

「金融×デジタル」の可能性の探求と共に
社会の動向を察知しビジネスチャンスを創出
戦略全般、営業支援、他組織との連携に加え、サービス型ビジネスの創出を推進する株式会社 NTT データ（以下、NTT
データ）デジタル戦略推進部 戦略チーム。本稿では、これまでの請負中心のビジネススタイルを脱却し、ビジネス・パ
ートナーへと進化することを目指した同チームの取り組み等について紹介する。

金融とデジタルに関することを
一手に引き受け戦略を推進

れば、とりあえず戦略チームに相談
しよう

とされる位置づけだ。

金融領域に限定せず、今、社会全

戦略チームは金融×デジタルに関

体がどういった方向に向かい、どの

する戦略全般、営業支援、他組織連

ようなトレンドが生まれようとして

携、情報発信を所掌している ( 図

いるのかを敏感に察知し、発信する

1)。具体的には、他組織やお客様に

ことは戦略チームのミッションの一

向けてデジタル案件創出・デジタル

つだ。宮本氏は身近な例を挙げる。
「戦

人財育成・情報共有会開催・情報発

略チームはある意味で、他部署の歩

信を行う。また、組織やお客様から

む半歩先を先導する組織であると理

はヒアリング・実案件支援等の他、

解していただいても良いかと思いま

宮本 拓也氏

ヘルプデスク的役割を担っている。

す。例えば With コロナにあってテレ

PC 画面に自分の顔を映したくないと

社内で 金融とデジタルに関するこ

ワークが働き方のスタンダードとも

いう方もいると思います。私たちの

とでわからないこと・困りごとがあ

なりつつある今日、リモート会議の

部署では各人の顔写真から似顔絵を
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作成してプロフィールに活用したり
しています。特別なテクノロジーが
必要なことではありませんが、顔写
真が似顔絵になることで抵抗感が弱
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まるかもしれない、社会の動向に対
してこうした解決もあるよね、とい
うアイデアに基づく試みです。」

SRB（Strategic-Relationship
Builder）によりお客様の DX
化推進を強力にサポート
NTT データには SRB と呼ばれる
30 名 のエバンジェリストがいるが、
そのうち３名は戦略チームのメンバー
である。「 金 融ビジネスにおける先

ビジネスコミュニケーション
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端 IT の活用動向」「パーソナルデー

いる。2021 年度は参加者のうち経

け。OctoKnot には、現実とは乖離し

タビジネス」「ブロックチェーン / 分

営層が全体の約 40% を占め、昨年度

た「保守的・堅い」というＮＴＴデー

散技術の活用」 の分野において第

と比較し非 IT 部門へのアプローチ

タのネガティブイメージを払拭した

一人者ともいえるエキスパートの 目

が増加するという成果を得ている。

いと狙いもあるという。

利き

◆ OctoKnot（オクトノット）

により、お客様の関心がある

発 信 開 始 から 約 半 年 が 経 過し

ビジネステーマを深く追求できること

戦略チームは、チーム内メンバー

OctoKnot は既に一定の評価を得てい

は、戦略チームの大きな強みだ。 戦

自身で都度編集会議を開き、2021

る。「OctoKnot をご覧になったお客

略チームは SRB の講 演 等を通して

年 3 月から週 1 〜 2 回のペースでオ

様から問い合わせをいただいたり、登

お客様との関係を深めるとともにビジ

ウンドメディア OctoKnot（https://

場いただいた方がご紹介してくださる

ネスチャンスの創出を目指している。

8knot.nttdata.com）を配信している。

ことでつながりが拡大したりと確かな手

OctoKnot のキャッチフレーズは「金

ごたえを感じています」（宮本氏）。

非 IT 部門をターゲットに
戦略的に情報を発信

融が変われば、社会も変わる」
。合言
葉は「わくわく」と「巻き込み」
。金

NTT データは今後お客様の経営

融 DX の一歩先を行く企業 / 有識者

層を含む非 IT 部門に積極的なアプ

との連携を図っている点も特徴の一

ローチをする方針を掲げている。以

つだ。

下に、トップリレーションを築くた

名称の由来について同サイト編集

めの足掛かりともなっている発信活

長でもある宮本氏は次のように語

動について紹介する

。

る。
「登山などで使用するロープの
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◆金融版 NTT DATA Technology

結び方にエイトノットという結び方

Foresight

があります。エイトノットはモノを

NTT データは先進技術や社会動向

固く結びつけ、簡単にはほどけませ

の継続的な調査から、技術が主導す

ん。オウンドメディ

る今後 3 〜 10 年の将来変化を予見

アを通じてお客様と

し た ト レ ン ド 情 報 を 毎 年「NTT

固い絆でつながりた

DATA Technology Foresight」として

いという想いから、

まとめている。戦略チームは、技術

エイトを数字の８を

革 新 統 括 本 部 と 共 に「NTT DATA

意味するラテン語オ

Technology Foresight」から特に金融

ク ト に 置 き 換 え、

に関する情報や動向にフォーカスし

OctoKnot と 命 名 し

た「金融版 NTT DATA Technology

ました。この名称に

Foresight」を公開。金融業界に影響

は、多方面に触手を

を与える中長期的なデジタルトレン

伸ばしていきたいと

ドを調査・分析し、将来変化を予測

いう意味も込めてい

するとともに、金融業界におけるビ

ま す。
」遊び心で 8

ジネス変革のヒントとなる情報をさ

本足の蛸をイメージ

まざまな切り口から提供している。

させるデザインや色

提供形式は講演（オンラインにも対

遣いをさりげなく使

応）
・ワークショップがあり、これ

用 し、NTT デ ー タ

を実施、お

の社名は敢えて最後

を得て

に小さく載せるだ

までに 270 件の講演

※2

客様からは 93％の満足度
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今後も戦略チームは情報発信を戦
略的に継続していく意向だ。
※ 1 本文で挙げた以外の情報発信
【金融 DTO ポータル】
【DATA INSIGHT】
https://www.nttdata.com/jp/ja/data-insight/
【ThoughtLeadership】
https://www.nttdata.com/jp/ja/news/
release/2021/022400/
※2 個社向け講演と外部イベント講演の累計
数 (2016年 7月〜 2021年 3月 )
※ 3 Innovation Conference2021アンケート
回答者のうち「とても良かった」
「良かった」
の回答割合

オウンドメディア「OctoKnot」画面
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