
西畑でございます。日頃から大変お世話になっております。2017年7月から、中国APAC・
分野は、先ほど登壇した山口の所掌となっていますが、それまでずっと私がグローバル全
体を所掌しておりましたので、グローバルの事業分野についての今までの話と、これから
何を考えているかについてご説明します。
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（説明省略）
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まず当社の売上高の推移です。上の折れ線グラフが全体の連結売上高、下の棒グラフは日本以外での売上
高です。2005年は連結売上高約9,000億円に対しグローバルはその1％、95億円しかありませんでした。今年度
の計画では、連結売上高2兆円を超え、グローバルも9,000億円を超えるまでの成長を見込んでいます。

私は非常にラッキーな男であるというお話をします。私自身の紹介をさせていただくと、私は1981年にNTTに入
社し、1997年からNTTコミュニケーションズ（以下、NTT Com）でグローバルの仕事に従事し、2006年から2009年
までNTT ComのEMEA地域を担当するNTTヨーロッパの社長となり、2009年からNTTデータのグローバルに関わ
る仕事に就いています。

私がNTT Comでグローバルにいたときの最初のミッションは、日系企業のグローバルサポートで、具体的に
は、JALとANAの国際便が飛んでいる場所に会社を作り、そこにネットワークとデータセンターを作るという、極め
て分かりやすいものでした。ただ、せっかく築きあげた拠点でも、後でバブルがはじけてJALとANAが一部撤退し
てしまったところもあり、日系企業だけを相手にしていたら赤字になってしまうことがわかりました。その後も、
NTT Comがベリオを買収したときにも色々なことがありました。そのような経験をして、2009年に私は当社に参り
ました。

このページに掲載している社名は全部、NTTデータが海外でM&Aをした会社です。 2008年にitelligenceを買収
した際、左上に掲載している写真のNorbert Rotterは当時CFOでした。この買収は、当社にとって初めての数百
億円規模のM&Aだったため、NTTデータが大部分を出資しつつも、NTT Comも10％出資するスキームでした。私
はその頃、NTT Comのヨーロッパの社長でした。2014年にitelligenceは上場廃止し、NTTデータの100％子会社
となりました。

当時上場していたitelligenceと、2014年に買収したスペインのeverisだけは、買収当時の名前を残しています。
他のグループ会社は、2012年に全て「NTT DATA」 に名前を統合しました。ただ、中身まで本当に統合できてい
るかと言えば、実態はまだモザイクのようにまだら模様ではあります。

顔写真の左から二番目は、現在のNTT DATA ServicesのCEOであるJohn McCainです。その右がイタリアの
Value Teamを買収した際のCEOであるPatrizio Mapelli で、現在はNTT EMEAのCEOです。また、右の二人は左
からeverisのChairmanでありFounderのFernando Francés、そのとなりがCEOのBenito Vázquezです。先ほど私
はラッキーな男と申し上げましたが、その理由は、彼らのような良い経営者に恵まれたという点です。彼らはずっ
と私と一緒に働いています。

Johnは、NTTデータグループの仲間になる前には、5年以上同じ会社に勤めたことがなかったのですが、そん
な彼はKeaneがNTTデータグループに加わって2010年から7年間、私と一緒にいます。長い期間一緒に仕事を
し、良い経営者に恵まれたと思っています。グローバルをはじめた当初は、ほぼゼロからのスタートだったので、
良いお客様、良い従業員を持っているような良い経営者に入ってもらわないとグローバルビジネスはできないだ
ろうと考えていました。
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先ほどお話したように、日系企業だけを追いかけても日本の経済状況で赤字になってしまったとい
う経験をしているので、現地ビジネスにきちんと取り組む必要があると考えました。現地をよく知って
いて、現地にお客様を持っている、良い経営者に経営に入ってもらう必要があると考えてやってきま
した。彼らとまだ一緒に仕事しているということ、買収後もその企業が伸びているということは、とても
ラッキーだと思っています。

昨年、旧Dell Servicesのメンバーが加わりました。DellがEMCを買収するために、マイケル・デルが
旧Dell Servicesの売却先を決める際、最初の頃は売却先リストに当社は入っていませんでしたが、
最後に当社にもお声がけ頂きました。当社がKeaneを買収した際、売り手のアドバイザーはCity 
Bankだったのですが、その同じメンバーが、今度は旧Dell Servicesを売る際に、「NTTデータも売却
先リストに加えた方が良いのでは」という事情があったようです。結果的には当社が買収できました
が、当初は私たちが最有力の買い手候補ではなかったようです。

また、旧Dell Servicesはカーブアウトしましたが、これは大変な仕事でした。Michael Dellは旧Dell 
Servicesの前身となる企業を買収後、きれいに統合しており、システムは一つにしていました。一例
で分かりやすく言えば、給与の銀行振り込みも全部一つのシステムでした。それを、一部の従業員
はNTTデータに、残りはDell EMCにと分ける必要があり、旧Dell Servicesにいた人がNTTデータに入
る都度、銀行口座等を登録しなおさなければならなくなりました。お客様との契約も分けることになり
ました。全部Dellだったものを、NTTデータと、Dell EMCに分ける作業は非常に大変ですが、今のとこ
ろ順調です。

NTTグループに入った各会社がなぜNTTデータグループに入ったか説明します。彼らは各国にお
いては一定のポジションを確立していましたが、お客様が成長すると、お客様は自国だけではなく、
他の国にも進出していきます。例えば自動車メーカーが他の国に進出する際、その企業にサービス
提供する企業もまたグローバル化していないといけません。彼らも同様で、その国では強くても、お
客様が成長していったときに、グローバル対応するためには誰かと一緒にやらないといけない状況
となりました。ある程度、経営の方向性や価値観が似ている会社が良いということで、当社が選ばれ
ました。

更に、売却先として当社が選ばれた理由は大きく三つの将来性が評価されたからです。

１つ目は将来性がある点です。日本人はすぐにリストラなどをしない、信用できるという意味の将
来性です。２つ目は、NTTという親会社がいるので潰れないだろうという点です。IT業界は大きく変
わってきていて、5年後や10年後どうなっているかというのは、お客様も含めて皆さん不安な状況で
す。システムを提供する会社がなくなってしまうと、システムを提供してもらう側は非常に困るので、
財務的に安定しており、潰れずにきちんと対応する点は重要です。また、一緒にグローバルに取り
組むという点でも選ばれています。３つ目はR&Dの力です。特にアメリカのIT企業ではIBM、
Accenture、Google、Amazonといったプレーヤーがいて、業界としてもどんどん伸びています。そこと
対抗して勝つために、当社の傘下に入りたいということになります。5年後10年後も継続的に伸びる
ことを期待されているので、これから精いっぱい頑張ります。

3



今のところ、利益率が低いと言われますが、こちらが3年分の現状です。

昨年の利益率（EBITAマージン）は5.4％でした。NTTデータトータルの利益率が7-8％で
あることを考えると、低い数値です。これは現地の利益率を合算したもので、のれん償却
費は含まれない実力値です。アメリカは、旧Dell Servicesの買収前は約9％でした。旧Dell 
Servicesは規模も大きく、ITO （ITアウトソーシング）やインフラ系の事業が多く、Dellのコン
ピュータの保守も含まれるため利益率は低いですが、それでも6-7％はあります。当社は
ヨーロッパの方が利益率は低く、合算するとこの資料にある利益率になります。

今年度のグローバルでの売上高計画は約9,000億円、利益率は約6％です。このうち、ア
メリカが約5,000億円、ヨーロッパが3,000-4,000億円程度、APACとChinaはまだまだ低いと
いう内訳です。

利益率をどのように高めていくかですが、私は確実に右肩上がりで増やして行くことを一
番意識しています。リストラ等をすれば、一時的には利益率は上がります。現在、ヨーロッ
パには、NTT DATA EMEA、itelligence、everisの３つがありますが、統合して１つにすれば
管理費も減ると思います。ただ、その点は慎重に進めているというのが実態です。現状の
6％がいつ9％、10％になるか、その取り組みをお話ししたいと思いますが、これはすぐにと
いうことではなく、着実に進めて行くというのが我々の方針です。
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当社の従業員約11万人のうち、日本に約34,500人、北米とラテンアメリカを足すと26,000
人強、ヨーロッパに約22,500人、インドに約21,000人、アジアに約5,000人程度です。地理的
にはエリア別にだいたい5,000人から2万人くらいいて、日本に3万人いるということで、偏り
が少なくバランスが取れています。

当社の一番の競合はアメリカとインドの企業です。IBMはインドに20万人近くいますが、そ
れに比べると当社は10分の1であり、インドに人が集中している会社ではありません。後ほ
どご説明しますが、これは逆に強みにしたいと思っています。
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こちらはガートナーのランキングです。ガートナーはハードウエアの売上高を考慮せず、
コンサルティングからソフトウエアの開発、ソフトウエア等の保守、BPO等をITサービスと定
義しています。旧Dell Services買収前、当社のランキングは9位でした。旧Dell Servicesの
売上高の約28億USドルを足すと、大体6位くらいになると想定しています。

ご覧の通り、ランキングではトップ1、2が強く、あとは大きな差はありません。実は、さらに
重要なのはここには載っていないAmazon、Google、Microsoft等です。5年後10年後のラン
キングは大きく変わるとは思いますが、現時点のランキングはご覧の通りです。
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地域別には、旧Dell Services買収前は、アメリカで37位でした。ガートナーは今年のラン
キングはまだ発表していないので、旧Dell Servicesを加えて試算してみると、18位くらいに
なるかと思います。ラテンアメリカ&EMEAでも20位くらいです。
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当社はGlobal 2nd Stage発表時にローカルプレゼンス、グローバルシナジー、グローバル
ブランドという３つのキーワードを出しました。4、5年前には、お客様の所に行くと、「NTT
データって誰？」と言われる状態でした。日本では、NTTデータは大体知られていますが、
海外はまず会社の説明から始まります。

ところが、ここ1-2年、海外でもNTTデータの知名度は上がりました。その要因として一番
大きいのは旧Dell Servicesの買収です。日本では「NTTデータが旧Dell Servicesを買収」と
取り上げられましたが、アメリカでは「旧Dell ServicesがNTTデータグループに入る」と取り
上げられました。旧Dell Services買収のお陰で、少しずつ知られるようになってきましたが、
最近はお客様に会うと、「NTTデータの強みは何だ、Accentureより強いところを述べよ」と、
聞かれることが多くなっています。
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Global 2nd Stageの３つのキーワードをいかに向上させるかというご説明をします。現在の
世界のIT市場はアメリカが中心です。左のグラフが2016年度末でのITサービス市場規模で
す。ガートナーのデータのためハードウエアは入っていませんが、約100兆円あります。こ
のうち、アメリカが約半分、ヨーロッパが4分の1、日本は10％で10兆円台です。

右のグラフはより重要で、2016-2021年までで拡大が見込まれている地域です。中国や
APACの伸び率が高いことが分かります。そのため、当社は中国・APAC、日本を同じ区分
にして、10年後を目指し長期的に取り組もうとしています。

現在、私はグローバルマーケティング本部も所掌しています。北米、中南米、EMEAは、
市場規模は大きく、CAGRは中国、APACほどではないですが、ここで短期・中期で一定の
プレゼンスを出すことを目指しています。日本のCAGRは低く、今後は日本以外の市場規
模が大きくなってくるため、日本以外にプレゼンスがあることが重要だと思います。
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ガートナーの国別ランキングで当社が上位10位以内に入っている国は、日本以外ではス
ペイン・ドイツ・イタリア・チリの４カ国です。スペインではeveris、ドイツでは2社、イタリアで
はValue Team等を買収していることが要因かと思います。また、ガートナーでは発表してい
ないですが、現地のメンバーに聞くと南米のペルーも上位にいます。

なぜ10位に入る必要があるかというご説明をします。他の業界は寡占化が進んでおり、
シェアを10％程度は獲得しないとマーケットで認知されませんが、IT業界は少し特殊な業
界で、2％程度のシェアを持つと、その地域で上位10位に入り、マーケットで認知されます。
日本でも相当数のプレーヤーがいると思いますし、各国で言語や商習慣も違うので、IT業
界には多様なプレーヤーがいるということが言えます。2％のシェアを獲得すると、その国
のランキングで上位10位以内に入ります。上位10位以内に入ると、その国の公共関連の
お客様からのRFP（Request For Proposal）がもらえるので、上位10位に入ることを一つの
ターゲットにしています。これを全ての国で目指すのは難しいですが、主要国では上位に
入りたいと思っています。
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当社の売上高は伸びていますが、競合他社はもっと伸びています。一番右のグラフが、
日本を除いたNTTデータの売上高です。日本国内の売上高はほとんどフラットなので、旧
Dell Servicesも入れた日本以外のグローバルでの伸び率が18％です。

インドのTata Consultant、Cognizantのこの4年間の伸び率は、当社より高いです。この状
況を踏まえ、私たちは今後も引き続きM&Aをしたいと思っています。M&Aは運もあり、マー
ケティングだと考えています。常にマーケットや競合の動きを見ることは当たり前で、運が
良ければ良い企業を買収できます。ただし、相思相愛でないとうまくいかないので、常に気
を配っています。機会はたくさんあるので、良い巡り合わせがあれば、M&Aを進めていきた
いと思っています。
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顧客の業界別では、銀行、保険、ヘルスケア、製造業向けには上位にいると見ています。
銀行は日本でも強く、欧米でも強い。保険は欧米で結構強い。ヘルスケアは旧Dell 
Servicesのお陰です。製造業はドイツの自動車会社を始め、各国で強みとしている領域で
す。

このページでは、第三者の調査会社が当社の強みとしている領域を示しています。ジャ
ンルとカテゴリーがばらばらで申し訳ないのですが、ヘルスケアとSAP、プロフェッショナル
サービス、ITOに強みがあると評価いただいています。
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先ほども申し上げたとおりブランド力強化に向けては色々な取り組みをしていますが、重要
なのは、お客様が「NTTデータはすごい」と言ってくださることです。当然、給与等を理由に当
社を辞めていく社員もいますが、元社員がお客様になり、「NTTデータは良いよ」と言ってもら
い、口コミが回ると一番ブランド力が上がります。今は旧Dell Services買収の影響や、ヨー
ロッパで業績が伸びてきていることもあり、良い人材が入ってきます。入社の理由を聞くと、
「当社の元社員から良いと聞いた」との声もあります。新しいお客様からも、まずは声をお掛
けいただくことが重要なので、口コミでよい評判が流れるということが大切です。

イベント等、ブランド力強化の取り組みも実施しますが、地道に力を付け、お客様から認知
される必要がありますし、ガートナー等、第三者のレポートで上位に入り込む必要もあります。
お客様同士の口コミが重要です。お客様自身も、日本と違って流動性があり、ライバル会社
に行くこともあるので、口コミの影響が大きいです。

例えば、現在のBMWのCIOは元のAudiのCIOです。AudiはVolkswagenグループなので、業
界内で当社の良いうわさが広まると良い方向にいきます。プロジェクトが失敗すると悪い方向
にいき、当社からも優秀な社員が辞めてしまうことにもなるため、地道に成果を出すことが重
要だと思います。

今年、アメリカのフロリダで初めて海外のお客様向けのイベント、New Tomorrow Together 
Eventを開催しました。旧Dell Servicesのお客様はNTTデータのことを全く知らなかったので、
そのお客様の殆どはNTTデータに買収されたことをとても心配していましたが、NTTデータや
NTTを知ってもらう機会として意味がありました。先週もアメリカのヘルスケア関係のお客様
がいらしたのですが、まずは当社のことを知ってもらわないといけないと思っています。皆様、
今ではなく将来のことを気にしています。将来、何が強いのか。先ほど申し上げた、NTTグ
ループのトータルのR&Dや技術力はかなり高く評価されています。

New Tomorrow Together Eventなどのイベントに着実に取り組みつつ、お客様とPOCを実施
し、成果を出すという地道な取り組みにより、さらに信頼を得ていきたいと思います。Global 
3rd StageではTrusted Partnerとなることを目指しています。将来に向けてNTTデータは本当
に信頼を置けるパートナーだと思っていただける活動に多く取り組んでいきたいです。
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これは売上高が日本で50億円以上、ヨーロッパ、アメリカで50百万USドル以上のお客様
の数です。2016年から2012年を引いた数が、大体のグローバルのお客様数だと思ってくだ
さい。このような大規模なお客様を常に増やしていきたいと思っています。

もともと、各国の会社は規模も大きくなかったので、売上高50百万USドル以上のお客様
はあまりいませんでした。一つの国から売上高50億円以上のお客様というのは、アメリカ
以外ではそれほどいませんが、50億円以上のお客様の獲得は、グローバルで事業を展開
されているお客様の獲得ということになりますので、この数を大きくしていきたいと思ってい
ます。
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先ほど、各地域にバランスよく社員がいると申し上げましたが、これはインドに過度に依
存していないということです。簡単な話ではないのですが、各地域に強いところがあります。
スペインはスペインの、イタリアはイタリアの、アメリカはアメリカの良いところがあります。
当然、悪いところもありますが、良いところだけを横展開できれば、相当強いと思います。
まさに今、一生懸命やっているところです。

また、お客様のご要望は様々です。全てインドで開発するのは嫌だ、近くで開発してほし
いというお客様もいらっしゃれば、オンサイトで、アメリカ国内で開発してほしいというお客
様もいらっしゃいます。

フレキシブルに取り組んでいるので、開発のプロセス、保守のプロセスが統一されている
と場所に制限されずどこでもサービス対応することが可能です。コストを下げるご要望があ
ればインド等で開発すれば良いのです。まだモザイク状態ですが、地道に強みの一つにし
たいと思っています。とても難しいのですが、お客様に応じてフレキシブルにリソースを組
み合わせ、品質は担保するということに、1、2年ではなく長期的に取り組んでいきたいと
思っています。

16



もう一つがデジタルです。デジタルは、間違いなく日本よりも海外のほうが圧倒的に早く
進みます。特にアメリカや中国では、どんどん進むと思います。当社は、日本では知名度も
ありますが、日本以外は挑戦者です。海外では、既存システムの単純な更改案件は、他社
がミスすることがない限り、当社には依頼がありません。逆に言うと、私たちは新しいことが
できます。

デジタル導入は、日本はおそらく海外に比べて遅れると思うので、一定の投資もしながら、
アメリカなどで成功したものを日本に取り込んでいきたいと思います。
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弱い領域は突然強くはならないので、先ほどお見せした強みのある地域、ヘルスケア、
製造業、金融機関等の当社の強みが活かせる業種、更にデジタル等にも投資をし、お客
様と相談しながら強みを伸ばしていきたいと思っています。

お客様から一番言われるのはコストダウンです。自動化には徹底的に力を入れています。
特にヘルスケアは自動化が進んでいます。インドでBPOや開発をやっていますが、1万500
人分の仕事のうちの2,000人分をロボットに変えました。それをKPIにし、ロボット化したらイ
ンドの社員にボーナスが出るという仕掛けで進めています。それに加え、新しい技術の導
入も日本発で進めています。
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例えば、持株と東レが開発したhitoeというセンシングウェアがあります。人間の体はビッ
グデータの集まりです。当社はヘルスケアに強いので、病院等にも強みがあります。アメリ
カの病院のお医者さんと看護婦さんは、患者さんと話したことを電子カルテに書き込み、患
者さんに色々な機器を付けて情報を集める必要があり、とても忙しいです。例えば患者さ
んがhitoeを着て、全部の情報を24時間ビッグデータとして集めると、作業負荷が軽減され
るかもしれません。このようなソリューションは、日本のR&Dの成果として広げていきたいと
思っています。

また、アメリカのIndyのレースでは、当社がスポンサーをしているチームのドライバーが2
年前からhitoeを装着しています。いつブレーキングをして他の車に抜かれたのかといった
情報や、ドライバーの筋肉や心拍等のデータも全部、集まっています。日本でも、NTTグ
ループとして福井のバス会社でドライバーが着用した実証実験をしていますが、このような
日本のR&Dの成果も更に活用していきたいと思っています。
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これまでたくさんの会社を買収していますが、まだ一枚岩になっているとは言えません。
私が今一番気にしていることは、これらの企業群を一枚岩にして引っ張ってくことです。

そのために重要なのは人であり、色々な取り組みをしています。例えばValues Weekがあ
ります。NTTデータとはどういう会社なのか、毎年必ず皆で議論しています。他にもOne 
Voiceと呼んでいる従業員調査も行っています。また、IT業界は男性が非常に多いのです
が、これから女性のパワーは重要だろうと考えており、Women’s initiativeという活動もして
います。
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バンガロールに、東京ドーム1.5個分ぐらいの旧Dell Servicesのキャンパスがあり、そこに
集まってグローバルカンファレンスを実施しました。今後は東京と日本以外で必ず年に2回
行い、議論を進めていきたいと思っています。
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当社は、どちらかというとM&Aでここまで拡大しているので、従業員のバックグラウンドが
それぞれ違います。自分のエゴに走ると自国中心になってしまうので、月から地球を見て、
みんなで考えよう、必ずお互いの違いを尊重し合おうと言っています。愛を持ってコミュニ
ケーションし、信頼を構築することが重要です。ただ単に、全部が一枚岩になろうという訳
ではありません。それぞれのお客様に対しては、各地域できちんと取り組む必要がありま
す。グローバルで一つになるべきところは一つになる、ローカルでやるべきところはローカ
ルでやり、強力な競合他社に立ち向かっていきたいと思いますので、ご支援のほどお願い
いたします。
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