
 

プレス・リリース 
 

インフォシス、日本におけるリーダーシップ・チームを強化 

 

2017 年 2 月 1 日（東京）: コンサルティング、テクノロジーおよび次世代サービスのグローバル・リーダーである Infosys

（NYSE: INFY）は、本日、大西俊介をバイス・プレジデント兼日本カントリー・ヘッドに任命したことを発表しました。大

西は、この新たな任務において、アライアンスおよびパートナー・エコシステムの成長と拡大に明確な責務を担うととも

に、日本における当社事業の更なる発展と強化に向けた取り組みを統括することになります。 

 

前職では NTT データグローバルソリューションズにて代表取締役社長をつとめ、NTT データ、ヘッドストロング、デロイ

トトーマツコンサルティングにて製造業をはじめ、流通、通信キャリア、IT サービス、ハイテク業界および金融業界を中

心に、海外ビジネス再編、事業展開、クロスボーダーな経営統合など、ボーダレスな環境で企業が最大の収益を

生み出す構造をお客様に展開、実行してまいりました。 

 

インフォシスのプレジデント兼副 COO ラビ・クマールは次のように述べています。「当社の日本市場におけるビジネスの

トップとして大西俊介を迎えることを嬉しく思います。大西は、日本市場における当社の成長を促進する上で必要

な優秀な実績と資質を備えた経験豊かなリーダーです。彼は、豊富な経験と市場の洞察力を活かして、この重要

なポジションに、デジタル変革の道程を通した顧客支援における戦略的リーダーシップをもたらしてくれると確信してい

ます。」 

 

大西は、就任にあたり、「2016 年は世界の歴史の大きな転換点となりました。政治・経済、そして人々のライフスタ

イルに、今後 劇的な変化が予想される中で、企業にとって重要なことは科学的なリテラシーに基づき未来を検知

し、イノベーションを継続していくことだと考えています。いまやグローバルとかボーダレスとかではなく、そもそもの前提と

して「世界」視点に立つことは当たり前であり、ここにおいてデジタルテクノロジーを活用していかなければいけません。

この点において、インフォシスは世界でもトップクラスの可能性を有していると確信しています。このため、最先端の自

動化・AI プラットフォームから、エンタープライズアプリケーションにいたるまでフルレンジでのサービスを日本企業により

身近に感じ、活用していただくために、インフォシスにおける、「チームジャパン」の強化、充実に向け、スピード感をも

って推進します。」と述べています。 

 

インフォシスについて 

インフォシスはテクノロジー・サービスとビジネス・コンサルティングのグローバル・リーダーです。当社は  50 か国以上の

国々のお客様によるデジタル変革に向けた戦略の策定および実行を実現します。エンジニアリングからアプリケーショ



 

ン開発、知識管理および業務プロセス管理まで、当社はお客様が解決すべき問題を的確に把握し、効果的に解

決するためのお手伝いをします。全世界で 19 万 9 千人以上のイノベーターから成る当社チームは創造力、あらゆ

る産業やテクノロジーに関する知識や経験で他とは一線を画し、その能力は当社が取り組むすべてのプロジェクトで

活用されます。 

www.infosys.com を訪れ、インフォシス（NYSE: INFY）がどのようにデジタル時代における企業の成功を支援している

かをお確かめください。 

 

Safe Harbor 
Certain statements in this press release concerning our future growth prospects are forward-looking 
statements regarding our future business expectations intended to qualify for the 'safe harbor' under the 
Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which involve a number of risks and uncertainties that could 
cause actual results to differ materially from those in such forward-looking statements. The risks and 
uncertainties relating to these statements include, but are not limited to, risks and uncertainties regarding 
fluctuations in earnings, fluctuations in foreign exchange rates, our ability to manage growth, intense 
competition in IT services including those factors which may affect our cost advantage, wage increases in India, 
our ability to attract and retain highly skilled professionals, time and cost overruns on fixed-price, fixed-time 
frame contracts, client concentration, restrictions on immigration, industry segment concentration, our ability 
to manage our international operations, reduced demand for technology in our key focus areas, disruptions 
in telecommunication networks or system failures, our ability to successfully complete and integrate potential 
acquisitions, liability for damages on our service contracts, the success of the companies in which Infosys has 
made strategic investments, withdrawal or expiration of governmental fiscal incentives, political instability 
and regional conflicts, legal restrictions on raising capital or acquiring companies outside India, and 
unauthorized use of our intellectual property and general economic conditions affecting our industry. 
Additional risks that could affect our future operating results are more fully described in our United States 
Securities and Exchange Commission filings including our Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended 
March 31, 2016. These filings are available at www.sec.gov. Infosys may, from time to time, make additional 
written and oral forward-looking statements, including statements contained in the company's filings with the 
Securities and Exchange Commission and our reports to shareholders. In addition, please note that any 
forward-looking statements contained herein are based on assumptions that we believe to be reasonable as 
of the date of this press release. The company does not undertake to update any forward-looking statements 
that may be made from time to time by or on behalf of the company unless it is required by law. 

 

問い合わせ先 

インフォシス 日本支店 マーケティングマネージャー 

安藤穣 jo_ando@infosys.com / 03-5545-3257 
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