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I oT データの 価 値 を高める
コネクテッド・デジタル・エンタープライズ
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タタ・コンサルタンシー・サービシズ
バイスプレジデント 兼 グローバルヘッド
（IoT ／エンジニアリング＆
インダストリアルサービス（EIS））

幅広い業界におけるタタ・コンサルタンシー・
サービシズ（TCS）のデジタルトランスフォー
メーションの取り組みを率いており、企業の
商品開発（R＆D）におけるイノベーションの
推進やスピード化、製造部門へのシームレス
な統合などのトップ。これまでにプロジェク
トマネジメント、カスタマーリレーション、コ
ンピテンシー開発、人材マネジメントなど、
さまざまな経験を持ち、インドの IT 業界団体
NASSCOM（National Association of Software
and Services Companies：全国ソフトウエア・
サービス企業協会：ナスコム）の Engineering
and R&D Council の運営委員のほか、インド
政府と NASSCOM が共同で設立した IoT 分
野の Center of Excellence の運営審議委員
を務める。TCS 以前はバーラト重電機に勤
務。マドラス大学で機械工学学士号、イン
ド工科大学マドラス校で機械工学修士号を
取得している。
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C D E とは何か？
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1. 道筋を明確にすること

タル上で再現するというこの概念は、今、
大きな注目を集めています。このデジタル

PE

いります。そちらもぜひご覧ください。
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