ビジネス変革を実現する
Business Transformation Outsourcing

特
集

製品・サービスのコモディティー化（低価格化・普及品化）、顧客ニーズの多様化、規制環境の変

の

化、経済のグローバル化。このようなダイナミックな経営環境の中で、新たな顧客価値を創造し、企
業価値を最大にするためのイノベーションが求められています。そして、企業のビジネスの設計図

視

ともいえるビジネス・モデルのイノベーションを実現するに当たっては、組織構造の変革や戦略的
提携の活用を施策として挙げる企業が多くなってきました。

点

ビジネス・サービスの分野においても、BRICs
（Brazil, Russia, India and China）
をはじめと
する新たな経済圏の出現やオープン・スタンダードの進展、コミュニケーションやIT（情報技術）の
発展、ビジネスのコンポーネント化の試みなどにより、他企業との新たなコラボレーションのモデ
ルが整備されつつあります。
企業は、自社を自社たらしめているものは何かをあらためて自問自答し、企業として何を社内で
有し、どの部分で他社あるいは市場を活用するかを再設計する必要が出てきているのです。自社
の強みとともに他社の強みも活用し、最適なバリュー・チェーンを再形成してお客様に対する新し
い価値創造のプロセスをつくり上げていく必要があるのではないでしょうか。
ビジネス・トランスフォーメーション・アウトソーシングは、IBMがこれまで蓄積してきたビジネ
ス・モデルや、ビジネス・プロセス変革の経験やノウハウを基にしています。これまでのITのコンサ
ルティングから開発／運用支援だけではなく、ビジネス・モデルの設計から業務の運営に至るま
で、お客様企業との新たな協業モデルを構築し、お客様のビジネスに対してより直接的に貢献する
ことを目指したサービスです。
今号では、ビジネス・トランスフォーメーション・アウトソーシングという新しい協業モデルが、
日本のお客様のビジネスにどのように受け入れられてきたか、さらには、これからどのように発展
していくのかについて説明します。本誌が、日本企業の皆様の今後のビジネス変革のお役に立てれ
ば幸いです。
なお、表記の都合上、Business Transformation Outsourcing、Business Process
Outsourcing、Business Processing Serviceは、以降の記事タイトル・本文中ではそれぞ
れBTO、BPO、BPSと表記します。
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The Perspectives of this Special Issue

Business Transformation Outsourcing
The commoditization of products and services; the diversification of customer needs;
the changes in the regulatory environment; the globalization of the economy. In this kind
of dynamic business environment, innovations in business models are required to
create new customer value and maximize corporate value. In order to innovate the
business model or the blueprint of enterprise businesses, an increasing number of
companies have cited changes to their organizational structure and utilization of their
strategic alliances.
The partnership with external entities is also being expanding its scope into new
models of collaboration in the business process services, with the backgrounds of the
emergence of new economic blocs, including BRICs (Brazil, Russia, India and China),
the expansion of open standards, the development of communication and IT, and
attempts to componentize business activities.
Enterprises need to reexamine themselves, and ask what it is that makes them what
they are. They need to redesign themselves by asking what it is they are endowed with
internally as a business, and what parts of their enterprise can utilize other companies
or the market. By refocusing on their own strengths, bringing in the strengths of other
companies and combining together, enterprises need to remodel the optimum value
chain and build processes to create new value for customers.
Based on IBM’s accumulated experience and expertise in redesigning business
models and business processes, Business Transformation Outsourcing is a service that
aims to contribute more directly to a business by going beyond the realm of
conventional IT consulting and development and operational support, to building new
collaborative models with clients, from the design of business models to the execution of
operations.
In this issue, we describe the areas and the ways in which this new collaborative
model of Business Transformation Outsourcing has been incorporated into client
businesses in Japan. We further discuss how this model is set to expand in the future.
We hope you will find this issue useful to realize your business transformation in Japan.
PROVISION No. 53 “Business Transformation Outsourcing”
Atsushi Yamane, contents leader

P ROVISION No.53 /Spring 2007

3

