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『Kids CONNECT』

https://www.tcs.com/jp-ja/
CSR/KIDS_Connect02

　日本は昨年、新元号「令和」という新たな時代を迎え、日

本TCSにとっても発足5周年、さらに新社長就任という大き

な節目の年となりました。そこで5周年を記念して、「子ども

たちに、ITやデジタルのすごさを感じてもらい、その力で世

界を変えてほしい」という思いを込めて、『Kids CONNECT 

～ITは世界を変える 主人公はキミだ！～』を発行しました。

ご一読いただけますと幸いです（下記参照）。また、2017年

よりタイトルスポンサーとなったTCS NAKAJIMA RACINGの

ルーキードライバーが、2019年SUPER FORMURA第4戦で

見事優勝を果たし、年間の積み重ねでルーキー・オブ・ザ・イ

ヤーを獲得する快挙もあり、いろいろな意味において記憶

に残る年となりました。

　そして今年、いよいよ東京で世界最大のスポーツイベン

トが開催されます。世界の注目が日本に集まる中、多くの日

本企業は本格的にデジタルトランスフォーメーションへの

ドライブをかけ始めています。日本TCSは、デジタルを活用

した日本企業のさらなる飛躍のために、引き続きまい進し

てまいりますのでよろしくお願い申し上げます。

Last year, Japan embarked on the new era of Reiwa. The year also 

marked a major milestone for TCS Japan, with its fifth anniversary 

and the inauguration of a new President & CEO. Celebrating the 

fifth anniversary, TCS Japan has published a special newsletter 

titled Kids CONNECT “IT Can Change the World -You Are the Main 

Player!”, with the intent of enabling children to experience how 

amazing IT and digital technologies are, and how they can change 

the world. We humbly invite you to explore the contents for 

yourself (see below). In other news, one of the rookie drivers for 

TCS NAKAJIMA RACING, the team which TCS has been the title 

sponsor since 2017, won the fourth round of the 2019 Japanese 

Super Formula Championship series, and went on to secure the 

title of Rookie of the Year for his great performance throughout 

the season. As such, last year was one full of  exciting 

developments. 

This year, one of the world’s most anticipated sporting event is 

to be held in Tokyo. Amidst heightened global attention that this 

event brings toward Japan, many Japanese companies are 

accelerating their digital transformation initiatives to ensure a 

footing on the global stage. TCS Japan is devoted to help enable 

such Japanese companies harnessing the power of digital 

technologies to achieve their business aspirations, and reaffirms its 

commitment to being a partner of choice for our valued 

customers. 
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Business 4.0 の実態調査の

意外な結果

　 タタコン サ ル タン シ ー サ ー ビ シ ズ

（TCS) は、企業がデジタル技術を活用し

て、さらなる成長と変革への道を切り開

くためのフレームワークとして Business 

4.0 を提唱しています。Business 4.0 は、

今日のデジタル革命をけん引している主

要なテクノロジーを含み、企業がデジタ

ル時代で勝者になるために身に付けるべ

き四つの取り組み姿勢を示しています。

第一に、製品やサービスを、個々の顧客

ごとに、さらには個客との取引の一つ一

つをセグメントとして捉え、全ての顧客

に対して製品やサービスのパーソナライ

ズを行う「マス・カスタマイゼーション」。

第二に、多面的なアプローチから収益源

を引き出し、新たな市場に適応するビジ

ネスモデルを導入する「エクスポネン

シャルな価値の創造」。第三に、サプライ

チェーン内外のパートナーと協業し、新

たな製品やサービスを創造する「エコシ

ステムの活用」。最後に、アジャイルの手

法を戦略的に取り入れ、従来の柔軟性の

低い計画体制から脱却するとともに、運

用上の障壁を打破する「リスクへの挑戦」

です。

　TCS は 2018 年末、これら Business 4.0

の取り組み姿勢が、実際のビジネス現場

でどのように実践されているかを客観的

に把握するため、世界 18 カ国において、

11 の異なる業種の 1,200 以上の企業を対

象とした調査を実施しました。その結

果、幾つかの驚くべき点が明らかになり

ました。デジタル・トランスフォーメー

ションへの取り組みを推進しているリー

ダー（上記の四つの取り組み姿勢を実践

している企業と定義）を見てみると、予

想に反し、中小企業より大企業が多いこ

とがわかりました。デジタル・トランス

フォーメーションは中小企業でより活発

で、広まっていると想定していましたが、

調査結果は真逆だったということです。

売上高 50 億ドル以上の企業のうち 15％

が、上記四つの取り組み姿勢で積極的に

実践しているのに対し、売り上げ 10 億ド

ル以下の企業で全てに取り組んでいるの

は 5％未満にとどまりました。

　また、四つそれぞれの実践状況では、

ほぼ予想通りの結果が出ました。最も積

極的に取り組まれていたのが一つ目のマ

ス・カスタマイゼーションで、回答者の

78％が自社の戦略に組み込んでいると答
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デジタルテクノロジーの活用 成長と変革の推進
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フレームワーク

クラウド インテリジェンス

アジャイルオートメーション

Business 4.0

戦略面

技術面 運用面

エコシステム

✓目的の設定
✓パートナー横断の製品・サービスの統合
✓没入型のカスタマーエクスペリエンス

✓自己編成
✓モジュラー性と相互運用性
✓コミュニケーション、ガバナンス、信頼

✓ビューの一元化と連携
✓マイクロサービスとAPI化
✓ダイナミックな価格設定と
　価値の分配

参加者エコシステム
アンカー

✓さまざまな価値提案を出すための
　再利用と調整が可能なケイパビリティ
✓従来とは異なる収益源へのリスク分散

✓エンドユーザー価値の多くの恩恵を受ける
✓主要な顧客セグメントの崩壊危機
✓革新的な価値提案を必要とする業界の細分化
✓参入の障壁：優れた製品・サービス、ブランド認知度

えました。興味深いのは、これに続くのが

エコシステムで、54％がエコシステムの

考え方を事業戦略に採用しようと前向き

に取り組んでいると回答しています。

エコシステムは一律ではない

　まず、エコシステムはどのようなアプ

ローチかを考えます。

　従来の企業の考え方は、例えば銀行業、

小売業、製造業など、業界別の縦割りで

物事を考えるのが一般的でした。しかし、

顧客視点で見ると、顧客の関心は、健康、

ファッション、余暇などに向いているこ

とがわかります。顧客中心の戦略を実現

するためには、プロダクト志向から目的

志向へと転換を図り、企業や産業中心の

戦略思考から、価値中心の戦略思考へと

変わらなければなりません。「どんな製品

をつくるか」という問い掛けではなく、

「顧客が何を求めているか、何を達成した

いと思っているか」という目的中心型の

問いへと、発想の転換が求められます。

そして、顧客に価値創造と目的実現をも

たらすことができるエコシステムの活用

を考え始める必要があるのです。

　一口にエコシステムと言っても、幾つ

かのレベルがあります。最もシンプルな

ものが「エンタープライズエコシステム」

です。世界各国に拠点を持ち、独立した

複数の事業体から構成されている大企業

の場合は、企業そのものを一つのエコシ

ステムと捉えることができます。次に、少

し範囲を広げたものが「バリューチェー

ンエコシステム」。バリューチェーンもし

くはサプライチェーンを構成する企業間

の連携を、エコシステムとして捉えるも

のです。近年、協業の形は変わりつつあ

り、これまでに比べて流動的なコラボ

レーションの形を採用するエコシステム

が一般的になっています。

　最後に、最も複雑でパワフルなものが、

異なる業界の企業同士による「業界横断

エコシステム」です。

業界横断エコシステムがもたらすもの

　業界横断エコシステムの実践例とし

て、米国の医療保険大手企業の取り組み

を紹介します。この企業では、2014 年に

総合的かつ価値中心型の健康関連のエ

コシステムを構築するという戦略の下、

2020 年までに被保険者の健康を 20％改

善するとの目標を掲げました。重視した

のは保険やリスクではなく、健康に関す

る目的志向の戦略であり、同社は「健康

増進」を中心として、その戦略を再構築

することとなりました。

　その一つとして、被保険者に健康増進

専門のアプリケーションを提供しまし

た。病院、健康サービス提供者、そのほ

かの医療関係者と連携し、個人向けに健

康増進プログラムを提案するものです。

次に、被保険者の健康づくりをより強力

に支援するさまざまな企業をこのエコシ

ステムに統合し、協働範囲を拡大しまし

た。フィットネスジムから、マラソンや

図１：企業が身に付けるべき四つの取り組み姿勢
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ウオーキングなどのスポーツイベント主

催者まで、さらには公園管理者と協働し

て随所に発信機を設置するなど、幅広い

パートナーとの連携によって、より健康

的なライフスタイルを実現するためのイ

ンセンティブを被保険者に提供したので

す。リワードやインセンティブの制度が

組み込まれているこのエコシステムは、

被保険者の健康づくりを把握し、特典を

付与できるようになっています。保険料

の見直しから始まり、エコシステム内の

加盟店舗での割引や、健康的な生活を管

理するデバイスの統合など、より直接的

なインセンティブへと移行していきまし

た。高齢の被保険者向けには、主に在宅

ケアサービスの一環としてスマートホー

ム・テクノロジー関連のデバイスも提供

しました。

　その結果、一連のプログラムに参加し

た被保険者は、コレステロール値や血糖

値などの KPI が改善され、より健康なラ

イフスタイルを実現していることが、そ

の後の調査で明らかになりました。より

顕著だったのは、プログラムに参加した

被保険者は、参加しなかった被保険者に

比べて、入院率や救命救急室搬送率が

35％以上低減し、体の不調を訴える日数

も 50％以上も削減されました。

　この米国企業は、医療保険という自ら

のビジネスの枠を超えて、他業種とのエ

コシステムを活用し、病気に対する単な

る保証よりも、健康促進というより広範

な価値を提供するという戦略によって、

業績や企業価値を大きく向上させまし

た。この戦略を実行してから 5 年間で、

時価総額が上がったのはもちろん、株価

も 110％上がり、業界においてリーダー

のポジションを確立しました。

　こうした例から、企業がコアビジネス

から少し離れて、その先にある価値や目

的を基にしたエコシステムを形成するこ

とが、大きな価値をもたらすことがわか

ります。

エコシステムを成功に導くために

何が必要か？

　業界横断エコシステムをうまく展開す

るには、エンド・ツー・エンドで物事を

考え、実行する必要があります。そして、

具体的に何が必要かを、戦略面、運用面、

そして技術面という三つの側面から考え

なければなりません。

　戦略面では、まず必須なのが目的を設

定すること。つまり、参加したいと思わ

せることができる価値中心のエコシステ

ムとはどのようなものなのかを考えるこ

とです。さらに、パートナー横断のネッ

トワークを駆使して、いかに一連の製品

やサービスを統合し、価値の組み合わせ

（バリュー・プロポジション）を顧客に提

供できるかを追求する。そして最後に、

顧客に対し、夢中になれるカスタマー・

エクスペリエンスを確実に提供し、エコ

システムにとどまるようにすることが重

要です。

　運用面では、戦略的なマインドセット

が求められます。最も重要な要素は、業

界別の縦割りの統合を目指すのではな

く、水平方向の業界横断的な協働を図る

ことです。エコシステム内の参加者それ

ぞれが自立的、自主的かつ自律的である

図 2：エコシステムにおける役割の選択
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ことも求められます。さらに、全体的な

目的とガバナンスを持ちながらも、中央

集権的であってはなりません。より高い

柔軟性と相互運用性を有し、元の設計に

制限されることなく、新たなサービスが

拡充されていかなければなりません。こ

のモジュラー性と相互運用性の実現に

は、綿密なコミュニケーション、信頼、そ

してガバナンスが必要です。これら全て

が、事業を営む在り方に大きな変化をも

たらします。

　技術面で重要なのが、エコシステムに

シームレスな流れを生むことです。顧客

に価値を提供し続けるには、エコシステ

ムが顧客中心の視点を持ち、事業体横断

でカスタマー・エクスペリエンスを統合

できていることが鍵となります。前述の

相互運用性と業界横断の協働を支え、実

現するには、マイクロサービスや API な

ど、さまざまな技術的手法を切り口とし

たアプローチが必須です。こうした包括

的な製品やサービスの創造には、ダイナ

ミックな価格設定を可能にする柔軟性も

必要です。そしてそのためには、全ての

参加者間で、透明で、納得性の高い価値

配分のメカニズムが必要となります。

エコシステムにおいて担うべき役割は？

　エコシステムでは、果たすべき役割に

ついての選択肢があります。

　まず、考えられる選択肢が、エコシス

テムのアンカーになること。エコシステ

ムの形成や運営において主導的な役割を

果たす側に立つかどうかの選択は、その

企業が、エコシステムが創造する価値に

おいて圧倒的なシェアを持っているかに

よって判断、決定されるべきです。また、

リスクがあり、企業による介入を必要と

している主要顧客セグメントはどこかを

見定める必要があります。

　ただし、エコシステムを活用する方法

は、アンカーになることだけではありま

せん。参加者になるという戦略的選択肢

があることも念頭に置くべきです。自社

の提案できる価値が、複数のエコシステ

ムに適用できるものであれば、必然的に

さまざまなエコシステムに参加する方を

望むでしょう。これはリスク回避という面

からも取り得る選択肢で、複数のエコシ

ステムに参加することでリスク分散を図

ることもできます。どちらも有効な戦略

です。重要なのは、どちらかを戦略的に選

択し、それを実行し続けることです。

エコシステムがもたらす意識改革

　エコシステムは、Business 4.0 の時代に

おけるビジネスの必須事項となるととも

に、企業風土改革、マインドセットの変

革をもたらす要因ともなります。

　マインドセットの変革とは、「社内の限

られた資源をいかにムダなく活用する

か」という意識から、「エコシステムから

得られる豊富な資源をいかに有効に活用

するか」という意識への変化です。ここで

いう資源とは、人材やデータ、ケイパビ

リティや資金などです。エコシステムは、

共通の目的を持ち、戦略的目標を達成し

ようと協業するためのネットワークをつ

くり上げることで、こうした豊富な資源

を有効活用することが可能となります。

　それぞれの独立した存在が集まって、

一緒にビジネスを展開する、そうした緩

やかな協働を通じて、顧客にエコシステ

ムの参加者全てを通したシームレスな体

験を提供することができ、同時にビジネ

ス上のリスクを一元的に背負うことも避

けられます。

　このように、エコシステムは企業のマ

インドセットに大きな変革をもたらしま

す。このエコシステムがもたらす意識改

革こそが、デジタル・トランスフォーメー

ションの成功の鍵を握っているともいえ

るのです。

ラジェシュ ゴピナタン
タタコンサルタンシーサービシズ

代表取締役社長 兼 CEO
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ

取締役会議長

2013 年よりタタコンサルタンシーサービシ
ズ（TCS）の CFO（最高財務責任者）を務め
た後、2017 年 2 月に CEO 就任。ラジェシュ
の指揮の下、2018 年 4 月には時価総額が
1,000 億ドルを超え、ブランド価値は 23%
増の120 億ドルとなり、2 年連続で世界トッ
プ 3 の IT サービスブランドに位置付けられ
ている。
2001年にタタ・グループのハイテクおよび
新規事業を推進するタタ・インダストリー
ズ社から TCS に入社。TCS において、米国
で新規 e ビジネスを立ち上げ、新たな組織
体制や経営モデルの設計・構築・実行に取
り組んだ。また、TCS の各業務ユニットの
財務管理を担った。2019 年、世界有数のブ
ランド価値の格付け会社 Brand Finance の

「Brand Guardianship Index」において、世
界の CEOトップ 100 の 1人に選ばれ、また、
ニューヨークで行われた、企業 CEO を中心
とした 社 会 価 値 推 進 ネットワーク Chief 
Executives for Corporate Purpose（CECP）
の年次委員会のイベントで「CEO Force for 
Good Award」に選出された。
2014 年、インド経営大学院（IIM）アーメダ
バード校から「Corporate Leader」分野の

「Young Alumni Achiever’s Award」を授与
された。
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A G I L E

カスタマーサービスの改善を目指す

シ
ーメンスヘルスケア株式会

社（以下、シーメンスヘルス

ケア ）様 は、CT ス キャナ や

MRI（磁器共鳴診断装置 ) などの画像診

断装置および体外診断薬・機器の輸入販

売・アフターサポートをはじめ、日本の

医療機関のパートナーとして長年にわた

り高付加価値、高効率なサービスを提供

されています。日本の医療機関を取り巻

く経営環境が厳しさを増す中、「プレシ

ジョン・メディシンの拡充」「医療サービ

ス提供の変革」「ペイシェント・エクスペ

リエンスの向上」、そしてこれら全てを下

支えする「医療デジ

タル化の推進」とい

う四つの価値の提供

をお客様への約束と

して掲げ、個々の製

品やサービスが持つ

優れた技術や特性だ

けでなく、その先に

ある真の価値を実感

していただくことを目指しています。

こうした価値の提供を通じてより信頼

C A S E
Study

シーメンスヘルスケア株式会社 様

カスタマーサービスの
デジタルトランスフォーメーションをリード

〜アジャイル手法の新たな指標〜

カスタマーサービスの品質向上のため、俊 敏で柔軟なアジャイル開発手法により
カスタマーサービスエンジニアディスパッチをデジタル 化 。

顧 客満足 度を高め、持 続的な成長を確 実なものに。

8

されるパートナーとなるために、シーメ

ンスヘルスケア様では常に医療に携わる

方々の意見を重視し、顧客満足度に代わ

る指標として注目を集めている NPS（Net 

Promoter Score）を導入しています。会

社やブランドに対してどれくらいの愛着

や信頼があるかを測る中で、課題として

浮かび上がってきたのがカスタマーサー

ビス品質のさらなる向上でした。シーメ

ンスヘルスケア様のカスタマーサービス

事業本部 取締役 事業本部長の金原 修

様は、「お客様の満足度向上のためには、

課題解決をスピーディーに行うことが重

要なポイントとなります。顧客体験を最

大化するため私たちはカスタマーサービ

スプロセスの改善に取り組むことを決め

ました」と 2016 年当時の状況を振り返り

ます。

そして 2016 年 9 月 9 日、立ち上げの

日にちなんで「P99」と名付けられたプロ

ジェクトがスタートしました。IT 部門の責

任者として全体の取りまとめを担ったア

ジアパシフィック日本　IT 本部 本部長の

長谷川 勇一様は次のように語ります。

「当時、さまざまな情報やツールを用い

お客様サポートを実施していました。こ

こに業務効率の課題があることは IT 部

門としても把握しており、デジタルトラ

ンスフォーメーションによってお客様満

足度の向上をサポートできるのではない

かと仮 説を立てました。そこにカスタ

マーサービス部門から今回のプロジェク

トの話があり、一体となって取り組むこ

ととなりました」

プロジェクトを進めるに当たり、金原

様からは「今あるシステムをデジタル化

するだけでは意味がない。将来を見据え

て、カスタマーサービスがどうあるべき

かを考えてもらいたい」という難しい要

シーメンスヘルスケア株式会社

設立：1979 年
本社所在地：東京都品川区
事業内容：診断または測定用品、医療用
具、医薬品および工業薬品ならびにその
関連製品の開発、製造、輸入販売および
輸出ならびに医療機器の修理

S e r v i c eNowを活用し将来を見据えた改革に取り組む

Intelligent Agile Automated on the Cloud

Business 4.0 を実現する、四つの柱
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アジャイル開発へのチャレンジ

シーメンスヘルスケア様にとって、こ

のプロジェクトにおける最大のチャレン

ジとなったのが初めてのアジャイル開発

の採用です。

「約 20 年もかけてつくり上げてきたも

のを新しいものに取り換えていく上で、

デジタルトランスフォーメーションが必

須であり、経営環境や会社の状況に応じ

て最適かつスピーディーな開発を実現す

るアジャイル型しかないと考えました」

（長谷川様）

シーメンスヘルスケア様では、プロジェ

クトスタート前から、カスタマーサービス

事業本部の寺﨑 亮様と、IT 本部の青柳 直

樹様が主体となりアジャイル開発の採用

を視野に入れた取り組みを開始、そして

お二人とも今回のプロジェクトに参画さ

れました。寺﨑様は、「ビジネス側のプロ

ジ ェ クト マ ネ ー ジ ャ ー と し て、MVP

（Minimum Viable Product）の考え方で本

当に必要なものだけを投下して成果を出

さなければならないというプレッシャー

はありましたが、逆にそれが常に前を向い

て結果を出していくという原動力にもな

りました」と語ります。スクラムマスター

として開発の現場を管理された青柳様は、

「ビジネスプロセスはもちろん、文化の異

なる 2 社が最終的にはワンチームになれ

たことがプロジェクト成功の要因の一つ

だと思います」と言います。

また、プロジェクト成功の要因として

全員の方が挙げるのが「アジャイル部

屋」の設置です。専用の部屋でメンバー

がしっかりとコミュニケーションを取り、

オフショアともオンラインで直接コミュ

ニケーションを取り、デイリースクラム

ミーティングを実施するなどの工夫をし

たことで、コミュニケーションミスを減

らせたといいます。

日本 TCS を選定していただいたもう一

つのポイントがアジャイル開発の実績で

あり、オフショアの開発力の高さでした。

また、今回のプロジェクトでは、後に日本

TCS の Agile Ninja Coach3 人のうちの 2

人に認定されたアジャイルのスペシャリ

ストやドメインコンサルタントをアサイ

青柳 直樹 様

シーメンスヘルスケア株式会社
IT 本部 

ローカルアプリケーション リーダー

金原 修 様

シーメンスヘルスケア株式会社
カスタマーサービス事業本部

取締役 事業本部長

長谷川 勇一 様

シーメンスヘルスケア株式会社
アジアパシフィック日本

IT 本部 本部長

寺﨑 亮 様

シーメンスヘルスケア株式会社
カスタマーサービス事業本部 ビジネスサポート本部

ストラテジー＆プロセスグループ

求もあり、日本独自でシステムを構築す

るのではなく、将来的なグローバルとの

連携も視野に入れ、シーメンス様がグ

ローバルで採用していた ServiceNow の

導入を決定。ServiceNow は、企業のワー

クフローをデジタル化するソリューショ

ンとして数々のグローバル企業で採用さ

れています。プロジェクトスタート時に

は、ドイツから IT 部門の責任者が来日す

るなど、グローバルの後押しがあったこ

とがこのプロジェクトの推進力の一つに

なったといいます。

ServiceNow についてはタタコンサル

タンシーサービシズ（TCS）でも多くの導

入実績とノウハウがあり、日本タタ・コ

ンサルタンシー・サービシズ（日本 TCS）

をプロジェクトのパートナーとして選定

していただいた大きな理由の一つとなり

ました。

A G I L E
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2018 年 10 月、「P99 デ ジ タ ル・デ ィ

スパッチ」によるシステムが稼働。

「アジャイルを採用したのですから、継

続的に改善しなければならないことは

確かですが、すでに成果も出ており、滑

り出しとしては非常に順調だと受け止め

ています。現在では、このプロジェクト

が当社の全社的なデジタライゼーショ

ンをけん引しており、さまざまな効果を

生み出しています。嬉しいことにグロー

バルでも認知されており、今後は、デジ

タルカンパニーを目指すシーメンスヘ

ルスケアのグローバルの方針の下、日本

も歩調を合わせさらなる進化に取り組

んでいきます」（金原様）

長谷川様は、「今のお話しの通り、こ

のプロジェクトは長い旅の第一歩にす

ぎません。このベースを生かして、ユー

ザーの声を聞きながら、より良いものを

継続的に出していきます」と抱負を語り

ます。また、寺﨑様はエンジニアの移動

時間の短縮、青柳様はグローバルのガバ

ナンスに準拠したプロセスを理解・実

行したことを、プロジェクトの成果の一

つとして挙げます。

今後、シーメンスヘルスケア様では

AI 等を活用したデジタル・コールセン

ターの確立を目指し、引き続き進めてい

かれる予定です。長谷川様は、「このプ

ロジェクトは、当社と日本 TCS が互いに

アジャイルの経験を高め、両社で成長で

きたプロジェクトです。今回の経験を生

かし、次のフェーズでの支援も期待して

います」と話します。

今後、さらにカスタマーサービスの改

善を進めていくと話す金原様。日本 TCS

に対しては、次のように語ります。「当社

のビジネスを理解していただき、またさ

まざまな要求に真摯に対応していただ

き、良いパートナーに恵まれたと思いま

す。2025 年 の 崖 と い う 節 目 も 目 前 に

迫ってきており、当社がより良いカスタ

マーサービスを実現するために、引き続

き一緒に取り組んでいただきたいと思

います」（金原様）。

日本 TCS は、グローバルで培ったア

ジャイルの知見とこのプロジェクトでの

貴重な経験を生かし、シーメンスヘルス

ケア様の持続的成長をご支援してまい

ります。

目指す姿はデジタル・コールセンター

ンしてご支援したことを高く評価してい

ただきました。「長く続けるプロジェクト

だからこそ、パートナー選びには、技術

力、ビジネスへの理解・ケーパビリティ

を重視し日本 TCS をパートナーに選びま

した。加えて、インドの優秀な IT 人材を

活用できるというのも決め手の一つでし

た」（長谷川様）。

シーメンスヘルスケア様の4人と日本TCSのプロジェクトメンバー

11
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日本 TCS は、JAL グ ル ープ の ICT 中

核企業として、安全、安心、快適な航

空輸送サービスを支える JAL インフォ

テック（以下、JIT）様と、先進デジタル

技術を活用した、航空分野の IT システ

ム開発における新たな価値創出を目指

し、IT ソリューションの提供および人

材交流に関する覚書を締結しました。

今後は、TCS がグローバルで培って

きた航空業界を含む多種多様な業界に

おける豊富な知見と、JIT 様が擁する航

空ビジネスにおける専門的知見を融合

し、航空分野の IT システム

開 発 にお い て 緊 密 か つ 機

動的な協業を進めていきま

す。この連携を機に、JIT 様

は JAL グループ中期経営計

画における先進技術分野で

の戦略的イニシアチブを加

速し、同計画の達成に注力。

日本 TCS は、JIT 様に対して最適化され

たプロジェクトチームを編成し、デジ

タル領域における業界最高水準の技術

とサービスを提供します。

具 体 的 な ア ク シ ョ ン と し て、「AI、

IoT、RPA の導入による旅客サービス業

務の効率化・迅速化」「５G 通信規格へ

の対応などにおける相互人材交流を通

じた技術協力強化」「航空分野における

IT システム開発プロジェクトへの協同

参画」に着手する予定です。これらを通

じて、JIT 様はより付加価値の高い IT ソ

リューションの提案能力とグローバル

な視座を備えたエンジニア養成を図り

ます。

日本 TCS 代表取締役社長の垣原弘道

は、「JAL グループが歩まれている変革

の道のりのパートナーとして、これまで

以上に強固な連携と支援に努めていき

ます」と抱負を語ります。

日本 TCS は、カインズ（以下、CAINZ）

様の 2019 年度からの 3 カ年中期経営

計画「PROJECT KINDNESS（プロジェク

ト カインドネス）」において、デジタル

戦略分野におけるテクノロジーパート

ナーとして変革を支援しています。取

り組みの第 1 弾として、売り場・在庫検

索アプリ「Find in CAINZ」を開発しまし

た。2019 年 10 月に は「Find in CAINZ」

を搭載した店舗メンバー（従業員）専

用端末「SITE Phone」の店舗への導入を

開始し、2020 年 1 月には全店舗への導

入が完了する予定です。

今回、CAINZ 様は日本のホームセン

ター業界で初めて TCS 独自の

アジャイル手法を採用したほ

か、マイクロサービ スアーキ

テクチャを採用するなどし、プ

ロジェクトに取り組まれ、店舗

環境やサービス創造に向けた

デジタル・イノベーションを積極的に

推進しています。日本 TCS は、TCS グ

ローバルのテクノロジー・アーキテク

チャー、小売業界のナレッジを提供す

るなどし、CAINZ 様と、日本 TCS・TCS

のハイブリッド体制が一体となり、ス

クラムチームを構成し「ワンチーム」と

なって取り組みました。

こうした取り組みを通じて、より高

い付加価値の顧客サービスと競争力を

備えた、日本を代表する「IT 小売企業」

への変革を加速させ、従来のホームセ

ンター・小売業の概念を超えた新たな

ビジネスモデルの構築を目指していま

す。

日本 TCS 代表取締役社長の垣原弘道

は、「グローバル市場を視座に据えて真

摯に変革に取り組む CAINZ 様とともに、

変革の道のりを歩んでいきたいと思い

ます」と語ります。

航空分野の
ITシステムにおける
新たな価値創造を目指す

CAINZ様
「IT小売企業」へ
変革の第一歩を
ワンチームで支援

News from the Network 
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News from the Network 

TCS は、「IPBC アジア 2019（Intellectual 

Property  Business  Congress  Asia 

2019）」において、国際 的に権 威 のあ

る 知 財 メ デ ィ ア の Intellectual Asset 

Management が選定する「アジア知財

エリート（Asia IP Elite）」賞の「インター

ネット＆ソフトウェアチーム・オブ・ザ・

イヤー」を受賞しました。本部門の最終

候補には、TCS のほか、富士通、アリバ

バ等がノミネートされましたが、TCS は

知財を事業戦略の中核に据え、広範か

つ詳細な市場調査に基づき、特許を戦

略的な事業資産として有効活

用してきたことが評価され、受

賞に至りました。

TCS は、過 去 5 年 連 続 で 本

部門にノミネートされてきまし

た。今回の受賞は、TCS が保有

する最高水準の知財を運用し

て継続的に優れた価値を創造

し、その洗練に継続的に取り組んでき

た企業として、アジア全域における評

価を獲得した証しとなるものです。

アクセラレータ―、プロダクトやプ

ラットフォームなど、知財に関する豊富

なポートフォリオに裏付けられた深い

専門知識を有する TCS は、ビジネスの

成長と変革を推進するパートナーとし

て、お客様から信頼を獲得しています。

これを支えているのが TCS の知財プロ

グラム「IP4.0」です。このプログラムは、

社員が創造した知財を特許などの再利

用可能な資産へと昇華させるものです。

TCS は、IP4.0 を活用し、お客様のビジ

ネスに利益をもたらし、Business 4.0 の

実現への道のりをサポートすることで、

知財に根差した価値の最大化に引き続

き取り組んでいきます。

知財価値創造の
取り組みが評価され
「2019年アジア
知財エリート」を受賞

日本 TCS は、2019 年 11 月に、「外国人

おもてなし語学ボランティア」育成講座

を実施し、社員約 80 人が参加しました。

東京都は、2020 年の東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会を見据え、

外国人観光客などが安心して東京に滞

在できる環境を整えるために、「外国人

おもてなし語学ボランティア」の育成

に取り組んでいます。これは、街中で

困っている外国人を見掛けた際などに、

簡単な外国語で積極的に声を掛け、道

案内などの手助けをするボランティア

です。

多くの外国人社員が働く当社も、こ

の活動に賛同し、社会貢献活動の一環

として当講座を開講しました。簡単な

英語を使った外国人とのコミュニケー

ションに関する基礎知識や、外国人に

対する「おもてなし」の心を身に付ける

ために、おもてなしや異文化コミュニ

ケーションについて学習。講座には、日

本人社員だけでなく外国人社員も参加

し、双方向の理解を深めました。

参加した社員からは、「街中で困って

いる外国人を見掛けても、なかなか自

分から声を掛けることはできませんで

した。これからは日本を楽しんでもらう

ためにも、積極的に笑顔で声を掛けて

いこうと思います」などの声が寄せられ

ました。

TCS は、全世界で多様な CSR 活動や

スポーツスポンサーシップを行ってお

り、日本 TCS も IT やデジタル技術をは

じめとするコアコンピタンスを活用し

た活動をはじめ、さまざまな社会貢献

活動に引き続き取り組んでいきます。

「外国人おもてなし語学
ボランティア」育成講座を
実施
おもてなしの心や異文化
コミュニケーションを学ぶ
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Fact-Findings Study on Business 4.0

Produces Unexpected Results

Tata Consultancy Ser vices ( TCS) has 

advocated the concept of Business 4.0 as a 

framework for how enterprises can leverage 

digital technologies to further their growth 

and transformation agendas. This framework 

combines the critical technologies that 

are driving today’s digital revolution, and 

outlines four business behaviors that 

characterize success of digital champions in 

this era. Namely, these business behaviors 

are: (1) Tailor/Mass Customize – personalizing 

products and services to a market of one 

customer, often even of one transaction, 

and at scale, (2) Create Exponential Value 

– adopting business models that leverage 

value from transactions at multiple levels 

and address new markets, (3) Leverage 

Ecosystems – collaborating horizontally 

with partners inside and outside the supply 

chain to create new products and services, 

and (4) Embrace Risk – moving beyond rigid 

planning and operational barriers with an 

agile strategic approach.

In late 2018 TCS commissioned as survey 

of more than 1,200 enterprises from across 

11 industries and 18 countries worldwide, to 

objectively assess the extent to which firms 

have adopted these Business 4.0 behaviors. 

The results revealed some surprising facts. 

When looking at leaders in Business 4.0 

transformation—defined as enterprises that 

demonstrate all four business behaviors—

we found counterintuitively that these were 

more prevalent amongst larger companies 

than their smaller peers. It was assumed that 

digital transformation would be more visible 

or widespread among smaller enterprises. 

The data, however, showed the opposite 

to be true: 15 percent of companies with 

revenues over 5 billion dollars demonstrated 

all four characteristics of Business 4.0, while 

less than five percent of companies with 

revenues under 1 billion dollars were found 

to exhibit the same. 

Looking at the adoption rate of each of 

the four behaviors, the survey results aligned 

closer to expectations. “Mass Customization” 

or the “segment of one” idea was the most 

actively adopted behavior, with 78 percent 

of respondents indicating this had been 

adopted into their strategies. Interestingly, 

the data showed the second most adopted 

behavior to be “Leverage Ecosystems,” with 

54 percent of respondents indicating efforts 

to integrate ecosystem-thinking into their 

business strategies. 

Ecosystems Are Not Invariable

First, companies need to think about how 

Effectively Leveraging Ecosystems
Innovation Towards a Purpose-Oriented Business
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they will approach an ecosystem.

Tradit ionally  mindsets  have  been 

driven by the products and ser vices 

that companies produce, whether it be 

banking, manufacturing, or retail. However, 

if one places the customer as the central 

focus, one realizes that their interests lie in 

wellness, fashion, or holidays. In essence, if 

you want to deliver on a customer-centric 

strategy, you need to be prepared to shift 

from a product-centric view to a purpose-

centric view. This shift from product- to 

purpose-centric must be accompanied by 

a shift in strategic thinking, from being firm-

centric or industry-centric to being value-

centric. It prompts one to shift from asking, 

“What kind of products will we create?” to 

a purpose-oriented perspective that asks, 

“What do customers want? And what do 

they want to achieve?” One thus needs to 

start thinking about leveraging ecosystems 

that can deliver that value or purpose to 

your customers.

There are several levels of ecosystems. 

The simplest of these is the enterprise 

ecosystem. For major enterprises consisting 

of multiple independent business entities 

with bases around the world, this allows 

them to perceive the company as one 

ecosystem.  The  nex t  slightly  larger 

ecosystem is the value chain ecosystem. 

This perceives collaboration between 

companies consisting of value chains or 

supply chains as an ecosystem. The style 

of partnership is changing, however, and in 

recent years ecosystems that adopt a more 

fluid structure of collaboration than has 

been conventionally adopted are becoming 

commonplace. 

The last and most complicated, and 

perhaps most powerful ecosystem is the 

cross-industry ecosystem. This consists of 

multiple companies from across different 

industries. In the next section we explore 

this in further detail. 

The Benefit of Cross-Industry 

Ecosystems

One example of a cross-industry ecosystem 

can be found by looking at the efforts of 

a major health insurance company in the 

United States. This company set out in 2014 

with the strategy of being able to deliver an 

integrated value-based health ecosystem, 

and a strategic goal to improve the wellness 

of  the communities they serve by 20 

percent by 2020. The focus was not about 

insurance nor risk, but a purpose-oriented 

strategy about wellness. The company 

restructured their strategy around this 

“wellness” articulation. 

One measure was to leverage a dedicated 

application to onboard members and 

partner them with clinics, health service 

providers, and other advisors to create a 

curated wellness plan and journey. They 

then went further to integrate into this 

ecosystem the various other providers who 

Figure 1: Four business behaviors enterprises should demonstrate 
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could help their members execute on this 

wellness journey. This included the like so 

fitness gyms on one hand, to marathon or 

walkathon organizers, all the way to working 

with parks-organizations to put beacons in 

place with a view to incentivizing members 

to adopt health lifestyles. To close the loop, 

they put an awards and incentives scheme 

in place that tracked members’ progress 

along their wellness journey and rewarded 

them. Firstly this was done by revising 

insurance premiums, but also with more 

direct incentives like discounts at stores 

within the ecosystem and the integration 

of active lifestyle management devices. 

Also, smart-home technology devices were 

integrated as part of an in-home-care based 

service aimed at senior and aged members. 

A subsequent study of program members 

revealed that those participating in the 

series of programs led healthier lifestyles and 

improved certain KPIs such as cholesterol 

and blood sugar  le vels .  Even more 

dramatically, participants in the programs 

reported 35% less hospitalizations or ER visits 

compared to non-participants, and true to 

the strategic intent of improving wellness 

they recorded a 50+ percent reduction in 

unhealthy days. 

This American company greatly improved 

its business performance and corporate 

value by going beyond the boundaries 

of its own health insurance business and 

implementing a strategy that leverages 

an ecosystem with other industries to 

provide broader value than simply insuring 

against sickness. Over the course of the five 

years that the company implemented this 

strategy, it managed to increase its stock 

price by 110% and established its position as 

a leader in the industry.

This example shows that companies who 

position themselves a little away from their 

core business, can produce great value to 

form an ecosystem based on future values 

and purposes.

What Do You Need to Make Your 

Ecosystem a Success?

In order to successfully develop a cross-

industry ecosystem, you need to consider 

and implement things end-to-end. Namely, 

you need to think about what is needed 

from three specif ic imperatives: from 

strategic through to operational and on to 

technology. 

Strategic imperatives start with identifying 

purpose, i.e., what is the value-centric 

ecosystem that one seeks to participate 

in? Then we explore how we integrate a 

series of products and services across a 

partner network that can provide this value-

proposition to one’s customers. Lastly, 

we look at ensuring that the customer 

experience is immersive, and incentivizes 

them to stay within the ecosystem. 

The  operat ional  imperat ives  f low 

naturally from the strategic ones. The most 

important facet is that the mindset is not 

of vertical integration, but rather one of 

horizontal collaboration. Each participant in 

the ecosystem needs to be independent, 

autonomous, and self-organizing. While there 

is central purpose and central governance, 

the ecosystem is not a centrally controlled 

entity. Further to this one needs to allow 

for modularity and interoperability, so that 

Figure 2: Choice of Ecosystem Play
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new services can be added without the 

restrictions of a central design. With this 

modularity and interoperability comes the 

need to have strong communication, trust 

and governance. All of these are critical shifts 

in how to think about executing business. 

Te chnolo gic al  imp er a t i v e s ,  onc e 

again, seamlessly flow from the previous 

imperatives. In order to deliver on the value-

proposition to the customer, it is important 

to have a single view of the customer 

and be able to orchestrate the customer 

experience across all the participating 

nodes. To support the interoperability and 

horizontal collaboration mentioned earlier, 

approaches such as the use of microservices 

and APIs, or various other technological 

hooks, need to be leveraged to enable 

execution. Lastly, to be able to create the 

integrated products and services described 

there should be the flexibility to do dynamic 

pricing. And this then necessitates a 

mechanism for transparent, well-accepted 

value apportionment across all participating 

members. 

What Role Should We Play in The 

Ecosystem?

While the concept of the ecosystem is 

powerful, there is choice involve with regard 

to the role one plays within that ecosystem. 

One option is to be the anchor of the 

ecosystem. The decision of whether to take 

a leading role or not needs to be driven 

by an assessment of whether a significant 

percentage of the value can be captured 

by your company. A second scenario might 

be where a primary customer segment is at 

risk, making it imperative that intervention is 

driven by the company. 

However, becoming the anchor is not the 

only way to leverage an ecosystem. There 

is also the strategic choice of becoming a 

participant in the ecosystem. It could be 

driven by the fact that your product or 

service has applicability across a wide range 

of value-propositions, and therefore you 

want to participate in multiple ecosystems. 

Or, it could be driven by a lower appetite 

for risk, and you want to diversify your 

risk across different areas. Both are valid 

strategies. What is important is to be able to 

strategically choose one or the other, and to 

be able to execute on it. 

Ecosystem-Induced 

Mindset Transformation

Ecosystems are imperative to businesses 

success in the age of Business 4.0. They are 

also integral in driving corporate culture 

reforms and helping to change mindsets. 

The change in mindset we talk about here 

is from one of leveraging scarce resources, 

to one of actually harnessing abundance—

an abundance of talent, an abundance of 

data, an abundance of capabilities, and an 

abundance of capital. Ecosystems are one 

key aspect of being able to tap into this 

abundance, by creating a network which 

has a common purpose and works with you 

to achieve your strategic objectives.

This kind of moderate collaboration, in 

which each independent entity gathers to 

develop business together, makes it possible 

to provide customers with a seamless 

experience through all participants in the 

ecosystem, while avoiding the central 

burden of business risks.

In this manner, ecosystems are set to 

revolutionize the corporate mindset. And 

as we look to adapt to today’s digital era, 

one can regard the mindset transformation 

brought about by ecosystems to be 

the key to successfully achieving digital 

transformation.

Rajesh Gopinathan
Chief Executive Officer and

 Managing Director,

 Tata Consultancy Services

Chairman, Tata Consultancy Services Japan

Rajesh Gopinathan is the Chief  Executive 
O f f icer  and Managing Direc tor  o f  Tata 
Consultancy Services (TCS). He was elevated 
to the role of Chief Executive in February 2017 
after serving as the Chief Financial Officer since 
2013. 
Under  R a jesh’s  leader ship ,  the  mar k e t 
capitalization of the company crossed USD 100 
billion during April 2018. TCS was recognized as 
the fastest growing brand in the IT industry for 
2019 and consolidated its position as one of the 
top 3 IT Services brands for the second year in 
a row. The brand value of TCS increased by 23 
% this year and thus TCS entered the USD 12+ 
billion club. 
Rajesh joined TCS in 2001 f rom the Tata 
Industries and worked to drive TCS’ newly 
established e-business unit in the United States.  
He was involved in the design, structure and 
implementation of  the new organizational 
structure and operating model of the company 
and was also responsible for the f inancial 
management of  the company ’s individual 
operating units. 
He was named one of Top 100 Global CEOs in 
the Brand Guardianship Index 2019. Recently he 
was honored with CEO Force for Good Award 
by the Chief Executives for Corporate Purpose 
(CECP) at its annual Board of Boards event in 
New York. 
In 2014 Rajesh was awarded the “Young Alumni 
Achiever's Award” under “Corporate Leader” 
category from IIM, Ahmedabad.
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A G I L E

Striving to Improve Customer Service

For many years, Siemens Healthcare 

has worked as a business partner 

t o  le ading  J ap ane s e  me di c a l 

institutions,  providing them with high-

value, highly ef f icient services such for 

the import, sale and after-sales support of 

diagnostic imaging devices like Computed 

Tomography (CT ) and Magnetic Resonance 

Imaging (MRI) scanners, as well as in-vitro 

diagnostic agents and devices.

Against the backdrop of an increasingly 

challenging business  environment  for 

Japan’s medical organizations,  Siemens 

Healthcare has strived to deliver customers 

not only the technological benefits of its 

h igh- end  pro duc t s 

and services, but also 

t he  in t r ins i c  v a lue 

in patient  care that 

lies beyond. For this, 

t h e  c o m p a n y  h a s 

pledged to  del iver 

four  core  values  to 

its customers; namely 

these are “Expanding precision medicine,” 

“ Transforming care delivery,” “Improving 

patient  experience,” and underpinning 

C A S E
Study

Siemens Healthcare K.K.

Spearheading the Digital Transformation of Customer Service
~How Agile Methodologies Are Shifting the Benchmark~

In the pursuit of  sustainable growth and improved customer satisfaction, see how Siemens 
Healthcare K .K . (Siemens Healthcare) leveraged Agile methodologies to quickly and flexibly 
digitalize the dispatch of customer-service engineers and thus enhance customer service.
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the three aforementioned promises is 

“Digitalizing healthcare.”

In its commitment to becoming a trusted 

partner to its customers by providing these 

values,  Siemens Healthcare gives great 

heed to the opinions of those working on 

the frontlines in healthcare. As a metric 

for assessing customer satisfaction and 

responding to feedback, the company has 

adopted the renowned Net Promoter Score 

(NPS) framework. Through the assessment 

of customers’ affinity for and trust in the 

company ’s brand proposition,  Siemens 

Healthcare identified customer-service as 

an area for improvement. Reflecting on the 

pre-transformation state of affairs in 2016, 

Osamu Kanahara, the Director and Head of 

Customer Service at Siemens Healthcare, 

commented that ,  “In order  to improve 

customer satisfaction, it is critical that issues 

are resolved quickly. We made the call to 

transform our customer-service processes 

in order to deliver on our promise for a 

seamless customer experience.

On September 9,  2016,  project “P99”—

named af ter  i t s  launch date —k ick ed 

of f  to  address  the issues  at  hand.  “At 

that  time,  we str ived to provide high-

quality customer support using a variety 

of  information tools and platforms,” says 

Yuichi Hasegawa, Head of the Information 

Technology (IT ) Division of  Asia Pacif ic 

Japan, and tasked with heading up the 

project. “The IT Division was aware of the 

challenges of  work ing across  multiple 

pla t f or ms,  and premised  that  digi t al 

transformation would improve the efficacy 

of our Customer Care Center staff and thus 

boost customer satisfaction. It transpired 

that the Customer Service Division was 

launching a project around this, so when 

the y  reached out  to  us ,  we  naturally 

decided to tackle it together.”

A s  a  p r e r e qui s i t e  f o r  t h e  p r o j e c t , 

K anahara  told that ,  “ There’s  no  point 

in only digitalizing the existing system. 

We would like you to consider the ideal 

state of  customer service from a future-

Siemens Healthcare K.K.

Year of Foundation: 1979
Head Office: Shinagawa-ward, Tokyo
Business: Development, manufacturing, 
import, sales, and export of diagnostic and 
medical devices, and servicing of medical 
equipment.

Tackling Reform Endeavors with a Future View
~The Introduction of ServiceNow~

Intelligent Agile Automated on the Cloud

4 Pillar s of  Business 4.0

19

1819

1819
CA

TA
LY

ST
 V

ol
.2

1　

 

表
面

 



Taking a Leap of Faith and Going Agile

For  Siemens  Healthcare  the  f ir s t  and 

perhaps greatest challenge in executing the 

project was to embrace Agile development 

methodologies.

“For us, we felt that digital-transformation 

was the only way forward if  we were to 

ef fectively replace our existing system, 

which was the culmination of some 20 years 

of refinement. The Agile approach allowed 

for  speedy  and optimal development , 

accommodating the needs of management 

and variables in the business environment.” 

(Hasegawa)

With  a  v iew  to  incorporat ing Agile 

de velopment  methodologies  in  their 

organization, Siemens Healthcare had tasked 

Ryo Terasaki from the Customer Service 

Division, and Naoki Aoyagi, in the IT Division, 

to learn about Agile development even prior 

to the project’s inception. This made them 

natural candidates to join the team when 

it finally launched. Terasaki commented, “As 

project manager from the business side, I felt 

constant pressure to narrow the focus down 

the bare essentials for producing a Minimum 

Viable Product (MVP). However, this also 

motivated us to actively  seek  positive 

results at all times.” Aoyagi, who managed 

development on the frontlines as scrum 

master, commented, “I think that the success 

of the project can be attributed not only to 

the reform of business processes, but also to 

the devotion of members from sometimes 

very different cultures to come together as 

one team, driven by a common goal.”

Another key factor, which all members 

agree helped propel this project’s success, 

was the establishment of a dedicated “Agile 

Workspace.” A special room was built to 

allow members to properly communicate 

with each another in person, to directly 

communicate with offshore members online, 

and to hold daily scrum meetings, along with 

other tasks. This dedicated workspace helped 

to promote engagement and improve the 

flow and quality of communication amongst 

or iented per spec t ive ,” thus  adding a 

degree of complexity to the challenge. In 

order to meet these demands and enable 

future global alignment, the decision was 

made to deploy ServiceNow—a platform 

that Siemens Healthineers had adopted 

globally—rather than developing a bespoke 

solution for Japan. Tata Consultancy Services 

( TCS) has worked with many companies 

wor ldwide to  deploy  the  Ser viceNow 

platform as a solution for digitalizing their 

workflow, and so was familiar  with the 

cross-geography benefits. Facilitating the 

transfer of  knowledge from their global 

team,  a  representat ive  f rom Siemens 

Healthineers’ IT Division back in Germany 

visited Japan to suppor t.  This  level of 

commitment  and back-up has  been a 

driving force behind the project’s smooth 

implementation. 

TCS’ depth of experience in supporting 

v a r i o u s  g l o b a l  e n t e r p r i s e s  d e p l o y 

ServiceNow was one of the key reasons for 

its selection as a partner for this project in 

Japan.

A G I L E

Naoki Aoyagi

Leader of Local Application,

Information Technology Division

Siemens Healthcare K.K .

Osamu Kanahara

Director & Head of Customer Service

Siemens Healthcare K.K .

Yuichi Hasegawa

Head of Information Technology Division

Asia Pacific (Japan)

Siemens Healthcare K.K .

Ryo Terasaki

Strategy & Process Group

Business Support Department

Customer Service Division,

Siemens Healthcare K.K .
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The system leveraging “99 Digital Dispatch” 

went live in October 2018.

“As we have adopted Agile methodologies, 

it  goes without saying that we have to 

consistently improve the program in the 

future. Nevertheless,  results are already 

visible, and we feel that we have got off to 

a very good start. This project is currently 

positioned as a driver for digitalization across 

the company, and is producing various 

results. What pleased us is the fact that it 

has begun to be recognized at a global level. 

Moving forward, we, as the Japan group 

here at Siemens Healthcare, will work to 

keep pace and further evolve this project 

under the policies of  the global Siemens 

Healthineers team, which has set its sights 

on becoming a digital company.” (Kanahara)

Hasegawa commented on his hopes for 

the future by saying, “As I just mentioned, 

this project is merely the first step of our 

long journey ahead. We will leverage this 

foundation to continue producing even 

better products and services while listening 

to customer feedback.” In addition, Terasaki 

pointed out that  engineers now enjoy 

shorter travel times, while Aoyagi mentioned 

their  team’s  enhanced understanding 

and compliance with global governance 

processes as one of  numerous benefits 

stemming from this project.

Siemens Healthcare plans to continue 

promoting this project in an aim to establish 

its Digital Call Center which leverages AI, 

among other  technologies.  Hasegawa 

mentioned that, “This project has allowed 

both our company and TCS Japan to grow 

together by building our firsthand Agile 

experiences. We will fully leverage what 

we have learned this time around, and look 

forward to receiving TCS’ support in the next 

phase.”

Customer service will keep improving 

much further, according to Kanahara. In 

relation to TCS Japan, he also said that, “I feel 

we have found the best partner, as you have 

been earnestly striving to meet our wide 

range of requests. Now that we stand on the 

precipice of the so-called 2025 Digital Cliff , 

we highly appreciate your continuous efforts 

toward this project, so that together we can 

provide even better customer service.” 

TCS Japan is committed to supporting 

Siemens Healthcare’s sustainable growth, 

leveraging the Agile expertise we have 

cultivated in our global business, and the 

invaluable experiences we have gained 

through this project.

Vision for a Digital Call Center

members. 

A contributing factor for Tata Consultancy 

Services Japan ( TCS Japan)’s selection was 

its proven track record in Agile development, 

and i ts  s trong of f shore  development 

capabilities. Moreover, Siemens Healthcare 

greatly praised the support they received 

f rom an Agile  specialist  and a domain 

consultant,  who were later  cer tif ied as 

two of  TCS Japan’s three Ninja Coaches. 

“Since this was a long-term project, we 

placed importance on technical prowess 

and understanding of our business when 

choosing our partner. Thus, the decision to 

team up with TCS Japan was made. Access 

to their highly skilled IT personnel in India 

was another reason why we chose to partner 

with them.” (Hasegawa)

Project members. Four from Siemens Healthcare K.K. and others from TCS Japan.
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TCS Japan has concluded a memorandum 

of understanding with JAL Information 

Technology Co., Ltd. (JIT) for the provision of 

strategic IT solutions and targeted personnel 

exchange, with a view to delivering new 

business value through IT systems that 

leverage the latest digital technologies. JIT 

is the JAL Group’s core Information and 

Communication Technology (ICT) enterprise, 

tasked with enabling the safe, secure, and 

comfortable delivery of air transportation 

services through the power of IT.  

Going forward the two companies will 

undertake close and expeditious collaboration 

in airline IT system development, combining 

TCS’ wealth of global experience in the 

airline and other industries and JIT’s 

domain expertise in airline business. 

This cooperation will accelerate JIT’s 

strategic initiatives for leveraging 

leading-edge technologies, in line 

with the JAL Group Medium Term 

Management Plan and aimed at 

helping achieve the goals outlined within. 

TCS Japan will contribute to these initiatives 

through the provision of  best-in-class 

technologies and services in the digital field, 

and the formation of customized project 

teams to ensure optimal impact. 

Concrete initiatives include: leveraging AI, 

IoT, and RPA (Robotics Process Automation) 

for the delivery of greater efficiency and 

speed in passenger service operations; 

enhancement of technological capabilities, 

including 5G-rediness, through personnel 

exchange; and, collaboration in aviation IT-

system development projects. Through these 

initiatives, JIT aims to cultivate engineers with 

a global mindset and the ability to formulate 

and propose IT solutions with greater 

business value. 

Commenting on the aspirations behind 

the partnership TCS Japan President & CEO, 

Hiromichi Kakihara said, “We will strive for 

stronger collaboration, and look to support 

the JAL Group in its transformation journey.”

TCS Japan has worked as a technology 

partner with Cainz Corporation (CAINZ) to 

support the firm’s transformation journey 

in the field of digital strategy, a core pillar 

in its three-year mid-term management 

plan “PROJECT KINDNESS” which started 

from fiscal year 2019. As the first step of this 

project, CAINZ collaborated with TCS Japan 

to jointly develop a store- and inventory-

search app called “Find in CAINZ.” The initial 

deployment of this search app was carried 

out in October 2019 when customized 

“SITE Phone” units were delivered to store 

members (associates). Deployment to all 

CAINZ stores is scheduled for completion 

sometime in January 2020.

T h r o u g h  t h i s  p r o j e c t ,  C A I N Z 

has  aggress ively  accelerated i ts 

digital innovation to recreate store 

e n v i r o n m e n t s  a n d  s e r v i c e s ,  a s 

demonstrated in CAINZ’s adoption of a 

micro-service architecture, and from the 

fact that the company’s adoption of TCS’ 

unique agile methodologies was the first of 

its kind for the home improvement industry 

in Japan. TCS Japan has supported initiatives 

by forming a hybrid team (consisting of 

CAINZ, TCS Japan, and TCS global members) 

that leverages technology, architecture, and 

retail industry expertise from TCS’ global 

network, and ensuring that everyone works 

in a united fashion within a scrum team.

Such initiatives aim to accelerate CAINZ’s 

transformation into an iconic Japanese 

IT-empowered retail company offering 

higher value-added customer services 

and competitiveness, and to establish a 

new business model that goes beyond 

the conventional  concepts  of  home 

improvement stores and retailing. 

“CAINZ has been working earnestly to 

make innovations from a global market 

perspective, and we will continue walking 

alongside them on their transformation 

journey,” says Hiromichi Kakihara, President & 

CEO of TCS Japan.

Create Brand New Value

in Aviation IT System

CAINZ Embarks on Path to 

Become an IT-Empowered 

Retail Company

TCS Japan Unites Team 

& Aids in Transformation 

Journey

News from the Network 
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TCS won the Asia IP Elite Award for “Internet 

and Software Team of the Year” at the 

Intellectual Property Business Congress 

Asia 2019, hosted by Intellectual Asset 

Management (IAM), a globally renowned 

intellectual property (IP) publication. 

The jury’s selection of TCS was based on 

the incorporation of IP at the heart of 

TCS’ business strategy, and the effective 

utilization of patents as strategic business 

a s s e t s  b a s e d  o n  e x t e n s i v e 

research and detailed market 

fe e db ack .  O ther  shor t l i s te d 

contenders  in  th is  categor y 

included enterprises like Fujitsu 

and Alibaba. 

This is the fifth consecutive 

year that TCS was nominated in 

this category, which recognizes 

companies across Asia that demonstrate a 

sustained commitment to building best-in-

class in-house IP functions and continuous 

excellence in IP value creation.

TCS is regarded by customers as a 

trusted par tner for  their  growth and 

t r an s fo r m a t i o n  in i t i a t i v e s ,  w i t h  i t s 

deep domain k nowledge suppor ted 

by an abundant IP portfolio including 

accelerators, products, and platforms. At 

the heart of this capability is TCS’ IP4.0 

program, which encourages associates 

to create IP in the form of patents and 

other reusable assets. TCS will continue 

its effor ts to maximize value derived 

from IP, leveraging IP4.0 for the benefit of 

customers’ businesses, and to help them in 

their Business 4.0 journeys.

News from the Network 

TCS Wins the Asia IP Elite 

Award 2019

for Creating Value Through 

Its Intellectual Property

In November 2019, TCS Japan held an 

“ O M O T E N A S H I  L anguage  Vo lun t e er 

Workshop” (a language training workshop 

for volunteers to be hospitable and assist 

foreigners in Japan), which was attended by 

around 80 company employees. The word 

omotenashi in Japanese carries many deep 

and subtle meanings, but can generally 

be described as the Japanese version of 

hospitality.

To prepare for the Tokyo Olympic and 

Paralympic Games in 2020, the Tokyo 

Metropolitan Government is working to 

provide omotenashi  language training 

for volunteers to assist foreigners. This 

effort aims to provide people like foreign 

tourists with a safe and secure environment 

during their stay in Tokyo. In this program, 

volunteers are trained to proactively talk 

to visitors and provide them with various 

information, such as helping them find their 

way around the city, in case they happen 

to see non-Japanese speaking people in 

trouble nearby.

As a company with many non-Japanese 

associates, TCS Japan also agrees with 

this initiative, and has therefore offered 

to hold this workshop as part of its social 

contribution activities. In the workshop, 

attendees learned about the essence of 

omotenashi, cross-cultural communication, 

and basic knowledge on communicating 

with people from other countries using 

simple English. Participants in the workshop 

consisted of not only Japanese associates 

but expats as well, and the event provided 

many opportunities for all attendees to 

deepen their understanding of one another.

One participant stated, “I’ve always had 

trouble taking the initiative in helping a 

foreigner who I saw was having trouble 

finding their way around the city. This 

workshop helped me overcome that 

hesitation, and now I look forward to being 

proactive and cheerfully greeting foreigners 

to help them enjoy their stay in Japan.”

TCS conducts sports sponsorships and 

various CSR activities around the globe, and 

TCS Japan also conducts a wide variety of 

social contribution activities utilizing its IT, 

digital technologies, and core competencies. 

TCS Japan will continue such efforts to 

further promote its philanthropic initiatives. 

Holding “OMOTENASHI 

Language Volunteer 

Workshop”

Attendees Learn About 

the Essence of Omotenashi 

& Cross-Cultural 

Communication
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