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1．		NTTデータ　	
新グループビジョン発表までの経緯

2005 年、急速なグローバル化が進む中、NTT
データグループは「Global IT Innovator」という
グループビジョンを掲げ、IT を事業のコアとして
世界的な舞台への進出を本格化することを宣言し
た。このグループビジョンには「IT を使って世界
を変革していく」「IT そのものを変革していく」
という 2 つの意思が込められていた。このビジョ
ンのもと、積極的な M&A を通じグローバルビジネ
スを推し進めた NTT データグループは、2013 年
には世界 35 カ国・地域、約 62,000 人が働くスケー
ルに広がり、さらに成長を続ける状況にあった。

急速な拡大、グローバルな展開の中では、さま
ざまな文化的背景を持ったグローバルスタッフに

「Global IT Innovator」の意味するところを分かり
やすく伝え、正しくその意図を共有する必要が出
てくる。そこで 2013 年 5 月 23 日、創立記念日に
発表したのが新グループビジョンである。国内 66
名海外 94 名から成るワーキンググループで 2 年
近く検討を重ね、経営会議の議論を経て、「Global 
IT Innovator」の実現に向けて、社員一人ひとり
が大切にすべき価値観「Values」（図表 1 参照）
を明らかにした。さらに、従来からある「企業理
念」「社員信条」および倫理・法令順守等の行動規
範を定めた「Global Compliance Policy」の 3 つと

グループビジョン浸透に向けた
（株）NTT データの取り組み

—「Values Week 2015」参加報告—

Point
❶	 	（株）NTT データでは 2013 年に発表した新しいグループビジョンの浸透のため、継続的・組織

的に活動を行っている。
❷	 	世界 41 カ国・地域、76,000 人のグローバルスタッフ（2015 年 3 月現在）を抱える NTT デー

タグループにとって、確固たるビジョンを共有することが重要であった。
❸	 	そのため、新グループビジョン発表の翌年から、創立記念日の 5 月 23 日の週を「Values 

Week」とし、世界中の約 20 カ国、40 都市以上で「Values」について語り合うワークショップ
を 100 回以上開催している。

❹	 	ワークショップの一部は顧客や関係先も招いて行われており、今回参加の機会を得たので報告する。
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合わせて、「Our Way」として体系化した（図表 2
参照）。

2．ビジョン、Values浸透に向けての取り組み
筆者が過去に本欄でも紹介した勉強会で新グ

ループビジョン策定にあたった NTT データのグ
ループ経営企画本部 経営改革推進部 組織力向上
推進室の方々と出会ったのは 2013 年 6 月。新た
なグループビジョンの発表直後のことだった。
ワーキングチームの規模の大きさや、その 2/3 が
海外のメンバーであること、そこでの議論だけで
なく、社員ヒアリングや役員合宿などを経て約 2
年をかけて練り上げてきたという話を聞き、グ
ローバル時代のビジョン策定とはこういうものか
と感銘を受けたものだった。お話からは丁寧に議
論を重ねてきただけあって、新たに策定した

「Values」は社員にとっておおむね共感のできる
内容となっているはず、という自信も感じられた
が、さすがに 35 カ国・地域の 62,000 人（2013 年
当時）に及ぶ社員にどう普及させるかが今後の課
題、との捉え方だった。

同年 12 月の勉強会では、その後の展開として
新グループビジョンの共通理解のためのワーク
ショップを海外も含め開始する旨の報告があっ
た。組織力向上推進室メンバーの自信を裏付ける
ように、「Values」は各部門の解釈により便利に

使われ、親和性の高さはおおむね予想通りだが、
個々には温度差もあり、具体的な行動に結び付け
ることの難しさも指摘され、共通理解を深めるた
めのさらなる働きかけが必要というのだ。

グループビジョンが十分な議論と慎重な検討を
経て決定されるべきことは議論を待たないが、と
もすれば出来上がったところでホッとしてしまい、

「仏作って魂入れず」になることもありがちに思え
る。グローバルな事業展開を目指す NTT データ
には、真正面からこの「Values」に魂を込めよう
としている本気度が感じられた。

3．「Values	Week	2015」
今年になって、勉強会でご一緒している組織力

向 上 推 進 室 の メ ン バ ー よ り お 誘 い を 受 け、
「Values」理解のためのワークショップを体験さ
せていただく機会を得た。聞けば昨年から NTT
データの創立記念日の週を「Values Week」と定め、
拠点を置く各国で「Values」浸透のためにワーク
ショップを行っているという。2014 年からスター
トして、初年度には 20 カ国 40 都市で 100 回以上
開催されたという。「まだやっているのか」という
驚きとともに、そうした会社の「Values」を共有
する場に、社外のメンバーが立ち合わせてもらえ
るのは滅多にない機会と思い、すぐに参加の返事
をした。

出所：	NTTデータ
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図表 2　Our Way

出所：NTTデータ

Values	:
>>>Clients	First
　　私たちはお客様を第一に考えます。
　　		お客様の満足を追求し、お客様の成功のために、最後まで責任
を持ってやり抜くことが、私たちの基本精神であり行動規範です。

>>>Foresight
　　		私たちは、現状に満足することなく、スピード感と先見性を持っ

て行動します。
　　		お客様のビジネスと IT の将来を考え、先見性をたえず磨くこと

で、お客様と一緒に夢を実現し、その先にある新しい社会を生
み出すことを目指します。

>>>Teamwork
　　私たちは仲間と共に達成する「自己実現」を大切にします。
　　		多様な個性や考え方を持ったメンバーがチームを組み、ひとつ

の目的に向かって智恵を出しあい、協力しあいながら取り組む
仕事は、個人ではなし得ない大きな成果を生み出します。

図表 1　グループビジョン： Global  IT  Innovator
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当日は 4 ～ 5 名 ×4 グループが集まってイベン
トがスタートした。各グループに 1 名、何らかの
形で招待を受けた社外のメンバーが加わってい
る。冒頭にはまずそれら外部メンバーに向け改め
て新グループビジョン、「Values」について簡単
な説明が行われた。続いて 3 つの「Value」それ
ぞれを体現する事例のスライドショーを視聴した。

グループセッションに入る前に、まずは参加メ
ンバーの自己紹介と、互いの共通点・相違点を見
つけ出すアイスブレークが行われる。「Values」
のひとつ、「Team Work」には「多様な個性や考
え方を持ったメンバーがチームを組み…個人では
なし得ない大きな成果を生み出します。」というく
だりがあり、このアイスブレークは多様性の認識
にもつながっていると感じた。

アイスブレークが終わると、いよいよ 3 つの
「Value」それぞれに対応したケースストーリーが
提示され、付箋と模造紙を使って、各自がストー
リーの主人公だったら「Value」に照らしてどう
判断し、行動するか、意見を出し合うセッション
が始まる。たとえば「Clients First」については、
2 年にわたる公共機関向け大規模システム開発の
品質管理責任者として、納期間近のお客様からの
大きな仕様変更依頼にどう対応するか、という
ケース。「Team Work」については、多国籍のチー
ムで進めているシステム開発が、想定外のトラブ
ルのため遅れが生じ、母国の祝祭日に合わせて長
期休暇を取得予定だったメンバーに休暇を返上さ
せなければ納期に間に合わない状況になったとき、
プロジェクト・マネジャーとしてどのような対応
をするか、というケースが用意されていた。

いずれのケースも議論は百出、なかなか結論は
出ないのだが、「Values」の記述を読み返しなが
ら判断の基準がどこにあるのかを探っていくと、
あるべき姿が少しずつ浮き彫りになってくる気が
する。時間を区切ってグループ発表を行い、どの
ような意見が出たかを全体で共有する。全体共有
の場面では、「あるべき判断と、顧客との力関係に
よって決まる現実との乖離が大きい」だとか、「3

つの Values は場面によっては互いに相反すること
もあるが、どれを優先すべきか」という疑問・質
問が投げられることもあったが、それに対しては
議論に参加していた組織力向上推進室長が、ケー
ススタディは正解をみつけることではなく、判断
の軸を確認することが目的であること、3 つの

「Values」はグループビジョンを成し遂げるため
の指針で、相互に切り離したり優先順位を決めら
れるものではないことなどを丁寧に説明していた。

4．所感
参加してみて、改めてこれは稀

け

有
う

なイベントで
あると実感した。筆者自身、システム開発や IT
サービスの業務の経験や知識は皆無であり、グ
ループの議論に参加できるものか、かえって迷惑
をかけるのではないかと懸念していたが、理解で
きない部分は適宜質問しながら、十分に楽しんで
参加することができた。また、手前味噌ではある
が、製造業育ちである筆者の「素朴で馬鹿げた質
問」が、議論に彼らの常識とは違った視点を与え
ていることも感じることができた。こうした「内
輪の議論」に外部の人間を入れるには度胸がいる。
ケーススタディの完成度や参加する自社の社員の
成熟度などに自信がないとできないことだろう。

ケ ー ス ス タ デ ィ に 入 る 前 に 視 聴 し た、 各
「Value」の体現事例は、非常に良くできたもの
だった。NTT データ社員として、これこそは本当
に「Clients First」「Foresight」「Team Work」を、
当事者にとって Win-Win な形で理想的に実現して
いると、誰もが共感できる事例を最初に示すこと
によって、ケーススタディでは 100％腹落ちする
ことが難しい部分を補うことができているのでは
ないかと感じた。ケースそのものも、完成までに
はかなり紆余曲折があり、作成には相当苦労した
そうだ。素人である筆者でも感情移入しながら議
論できるレベルのものに仕上げるためには、恐ら
く「Values」策定過程で集めた複数の事例につい
て、関係者が実際に議論をした上で絞り込み、ブ
ラッシュアップを重ねてきたものと思う。関係者
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の努力に敬服するばかりだ。
また、ケース議論に参加していて、付箋に書い

て模造紙上に展開し、個々の意見を整理し、共通
の要素や対立軸を抽出して議論を整理するという、
いわゆるファシリテーションの能力を備えたメン
バーが、各グループに一人か二人はいるように見
えた。これはこうしたイベントを成功裏に進める
ためには大きな力となる。

実は組織力向上推進室はもともと、現場力アッ
プを目的とした「職場主導型のボトムアップ改善
活動」を支援する組織としてグループ経営企画本
部の中に 2004 年度に設けられた部署（当時の組
織名は NEXT 推進室）だそうだ。現場力アップに
つながる組織改革活動を、グループ横断的に俯

ふ

瞰
かん

し、発掘し、ビジョン浸透以外にも幅広い活動を
支援してきた。またそうした活動を職場で主導で
きるリーダーの育成も手がけてきたという。2013
年時点でグループ内で 530 人がこの育成会に参加

していた。恐らくそうした場では自由で発展的な
議論を主導するファシリテーションなども身につ
けたはずで、育成されたリーダーたちの力や活動
実績が、この「Values Week」の議論の中でも大
いに活用されているに違いない。世界にまたがる
拠点に共通の「Values」を浸透させる「本気の取
り組み」は、それが始まる以前から組織横断的・
草の根的な改革活動を支える機能を、全社組織と
して持ち続けてきたことに支えられていると感じ
た。

5．最後に
企業理念やビジョン、バリュー等は、さまざま

なステークホルダーと共有され、理解されること
により、より存在価値が高まるのではないか。そ
の意味で、こうしたオープンなイベントが持つ意
味は大きい。貴重な機会をくださった NTT デー
タの皆さまに改めて感謝したい。
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