企業理念

NTT データグループは、

情報技術で、新しい「しくみ」や「価値」を創造し、
より豊かで調和のとれた社会の実現に貢献する。

Group Vision

NTT データグループの主領域である情報技術を生かして、

Values

未来の仕組みを創り上げ、お客さまや社会にとっての新しい価値を生み出すこと。
そして、自社の利益のみを追求するのではなく、
社会全体の成長・継続に貢献していくこと。

Clients First
Foresight
Teamwork

それが NTT データグループの社会的責任であり、
私たちの存在理由です。

「将来にわたるビジネス革新を、技術の活用により、
NTT データグループは、
ともに実現するパートナーになる」という思いを込め、
新たなグループビジョン「Trusted Global Innovator」を掲げました。
「デジタル」を活用した新たな市場を創出し、質の高いサービス提供や
技術革新を積極的に行うことで、お客さまの事業成長や、
世界中の社会課題の解決に貢献し、
社会に変革のうねりを起こす存在となることをめざします。
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Foresight
技術の将来展望

未来はお客さまやビジネスパートナーとともに切り拓いていくもの。
そう私たちは考えています。NTT データは、
NTT DATA Technology Foresight が指し示す未来を共有し、
ノウハウとリソースを結びつけながら、
イノベーションを創出していきます。

NTT DATA Technology Foresight

お客さまとの共創

革新を続けるテクノロジーは、社会のしくみを未来へ前進

NTT データは、最先端の技術とアイデアを持つ世界の

させるとともに、既存のビジネスモデルをも新たなステー

ベンチャー企業、当社のお客さまである様々な業種の

ジへと導いていきます。デジタル化が進み、社会変革の次

大手企業／金融機関／公共機関、そして世界の情報イン

なる出発点にある現在において、最適な経営判断を行う

フラを支える当社の技術／ビジネスソリューションを

には、将来変化を捉え、進むべき道を解き明かすことが重

「掛け算」し、三者が互いに「Win-Win-Win」の関係と

要です。NTT データでは、今後3年から10年の間に大きな

なる革新的なビジネスを創発するオープンイノベーション

インパクトをもたらす先進技術や社会動向を継続的に

活動 “ 豊洲の港から”に取り組んでいます。

調査し、調査結果から導出した将来予見を「NTT DATA

Technology Foresight」として毎年公開しています。

共創のための取り組み

このトレンド情報を基に、お客さまと将来に向けたコミュ
ニケーションを深めていきます。

グローバルオープンイノベーションコンテスト

オープンイノベーションフォーラム
「豊洲の港から ®」

SDGs グローバルスタートアッププログラム
（JINとの共同運営）
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Coll aboration
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つながる 未来へ

Internet of Things
Cybersecurity
Intelligent Automation

Case.1

AI / IoT

NTT データは、数多くの大規模社会基盤 システムを構築する
ことで得た知見と、NTT グループの連携を通じ、本格的なコネク
テッドカー社会の実現に向けた取り組みを進めています。公共
交通における人手不足等の課題解決、新たな公共交通サービス
の構築・提供に向けた産官学連携による路線バス自動運転の実
「セキュ
証実験はその一例です。
「通信技術」
「データ処理」
「AI」
リティ」などの技術を複合的に組み合わせ、コネクテッドカー時
代のイノベーション・パートナーとして、お客さまとともに新たな
ビジネス・サービスの創出に取り組んでいきます。

「走る IoT デバイス」

Agriculture,
Smart Factory,
Mobility & Logistics,
Medical...

数多くのセンサーと通信機能を搭載し、ネット
ワークを介して繋がるコネクテッドカーは、

2030年には全世界で累積台数が約7億台に
達すると予測されています。車両情報、交通・
道路情報などを複合的かつ瞬時に伝送し相互
に会話する未来のクルマは、まるで「走る IoT
デバイス」。クルマそのものの安全性、快適性の
飛躍的向上に加え、例えば、ドライバーの嗜好
に合わせたレコメンドサービス等のこれまでに
ない利便性や、新たな交通システムへの応用な
ど、様々な可能性が期待されています。
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共有する 社会へ

Cybersecurity
Data & Intelligence
IT Optimization

Case.2

Blockchain

NTT データは、国内外で多様な企業との連携を通じ、ブロック
チェーンの実用化に向けた実証実験に取り組んでいます。また、
世界中の大手 IT ベンダーや決済機関、金融 インフラ系のメン

「保有」から「共有」へ

バーが結集した「Hyperledger Project」をはじめ、様 々な

オープンなネットワーク上で、高い信頼性が求

コンソーシアムにも積極的に参加しています。世界のマーケット
で技術やビジネスモデルに関する知見を蓄積しつつ、IoT や
ビッグデータ、セキュリティ等の技術を融合したブロックチェーン
技術の可能性を模索していきます。

Food distribution,
Financial transactions,
Certification...

められる重要 データのやりとりを可能にする
「分散型台帳技術」。その中核技術が「ブロック
チェーン」です。システムで台帳情報を「保有」
することなく
「共有」し、連携することで、第三者
機関を介さずに、低コストで、偽装や改ざんを
困難にするこの技術は、仮想通貨に留まらず、
金融取引、不動産取引、公的記録、食品トレー
サビリティー、その他あらゆる産業分野で革命
的なビジネスインパクトをもたらすものと予想
されています。
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境界のない 世界へ

Customer Experience
Data & Intelligence

Case.3

VR / AR

NTT データは、VR（仮想現実）/AR（拡張現実）の導入による
画期的なユーザー・エクスペリエンスの創造に挑戦しています。
全英 オープンにおける新しいゴルフ観戦の楽しみ方を実現した

AR アプリはその一つです。また、プロスポーツチームには、
VR を活用したスポーツトレーニングシステムを提供しています。
こうした「スポーツ× VR/AR」に留まらず、観光や販売、教育、
広 告、製 品 開 発 等、幅 広い領 域で VR/AR の活用を通じて
お客さまの新たなビジネスモデル創造に貢献するべく、
「インター
フェース革命」の先頭を走り続けています。

Tourism,
Medical,
Marketing,
Sports...

物理法則を超えて広がる可能性
人々を現実の物理法則に支配されない空間に
誘うVR 技術。
「人間の感覚を操るテクノロジー」
ともいえる VR/AR を活用した革命的インター
フェースは、ヘッドマウントディスプレイ
（HMD）
の急速な普及によって、ゲームやスポーツ等の
エンターテインメントをはじめ様々な分野での
応用が活発化しています。人間の感覚を再現し
たり、行動を感知したりできる環境を実現する
技術的な進化によって、インターフェースをも
意識しない世界の到来も期待されています。
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Our Businesses

SDGs への対応
「国連持続可能な開発サミット」にて、193の加盟国による全会一致で、
「持続可能
2015年9月、

NTT データグループ

な開発目標（SDGs : Sustainable Development Goals）」が採択されました。SDGsとは、

2030年までに地球規模で解決すべき17の目標と169のターゲットのことであり、世界の各政府

拡大を続ける事業領域

はこの目標に合意しています。また、SDGs を達成する上で、全産業の企業を重要なパートナーと

お客さまとのリレーションと技術を基盤に、事業領域を拡大しています。
官公庁・自治体

して位置付け、持続可能な開発目標の解決に向けた積極的な行動が求められています。

NTT データグループが提供する IT サービスや CSR 活動は、SDGs で掲げられた17の目標の

製造業

ヘルスケア・ライフサイエンス

クラウドで、ビッグデータで、
地域社会を支える。

製造プロセスシステムに、
さらなる効率化を。

データベースを、医療の力に。

自動車産業

銀行・金融

エレクトロニクス・ハイテク

保険

運輸、物流

通信

メディア・エンターテインメント
IT ソリューションで、

卸売業

小売業

教育
IT で、教育の新しいカタチをつくる。

サービスプロバイダー

エネルギー・公益事業

テクノロジーで、システムで、
自動車産業を前へ。

専門技術と創造力で、
保険運用システムを進化させる。

メディアの新ビジネスを切り拓く。

基盤技術

クラウドで、データをもっと使える
リソースに変える。

金融サービスを、信頼度の
高いシステムで進化させる。

組織とプロセスの改善を支え、
運輸と物流を進化させる。

経営環境に即したサービスで、
卸売の進化を支える。

変化が早いサービス業の、
次のチャンスを逃がさない。

天然資源

サプライチェーンのノウハウで、
次のチャレンジの原動力になる。

多くと関係しており、それらを通じて SDGs の目標達成に貢献しています。

開発・製造・管理の
最適化をアシストする。

通信で、新たなチャンス・
顧客との関係を、創り出す。

効率化とともに、ネットを
活用した売上拡大を支援する。

競争力をキープしながら、
挑戦できる環境を提供する。

コンシューマー製品

オンラインで、モバイルで、
製品開発を支える。

CSR 重点テーマとSDGs の関係
「Our Way」を踏まえ「社会や地域」
「 はたらく人」
「 地球
NTT データグループは、
環境」の３つの「しくみ」からなる「CSR 重点テーマ」を掲げ、CSR の重要課題に
取り組むとともに、コーポレート・ガバナンスをはじめ、グローバルな社会の期待に
応える CSR 経営の基盤構築を進めています。
また SDGs に関係する様々な IT サービスやソリューションの提供および CSR 活動
を推進しており、特に３つの CSR 重点テーマや CSR 重要課題に沿った事業活動
を通じて、SDGs の達成に貢献しています。

地理的カバレッジの拡大
NTT データグループ全体で10万人超の体制を確立し、世界50以上の国と地域、
200を超える都市へと地理的カバレッジを拡大しています。

（2018 年 3月31日現在）

CSR 重点テーマ

主な SDGs

社会や地域にとって、よい「しくみ」を。

• 信頼性の高いシステム、人にやさしいシステムを通して、社会全体
に貢献します。

• 自社グループの関連する地域や国々の課題解決にも、貢献します。
はたらく人にとって、よい「しくみ」を。

EMEA

JAPAN

• IT に携わる業界全体で、ワークスタイルの変革をすすめます。
• 人財の多様性を尊重しながら、次世代の人財育成に努めます。
地球環境にとって、よい「しくみ」を。

• IT によって、お客様と社会全体のグリーン化に貢献し ます。
• 自社グループの活動においても、環境の課題解決に貢献します。

Americas

APAC

CSR を支える基盤
• 法令遵守はもとより倫理的な行動を徹底します。
• グローバルな社会の期待に応える CSR 経営の基盤づく
りを継続します。
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ごあいさつ
「情報技術で、新しい『しくみ』や『価値』を創造し、より豊かで調和のとれた
NTT データは、
社会の実現に貢献する」という企業理念を掲げ、
「Clients First」
、
「Foresight」
、
「Teamwork」
からなる3つの Values の共有と実践に努めています。こうした姿勢の徹底により築き上げてきた
お客さまとの「Long-term Relationships」と、お客さまの業務に対する深い理解が、当社の
価値提供の基盤です。
また、当社は2005年より「Global IT Innovator」を Group Vision に掲げ、グローバルな
事業基盤の構築を進めてまいりました。その結果、世界50ヶ国を超える地域で10万人を超える
多種多様な社員が働く企業となりました。
代表取締役社長

そして2018年には、新たな Group Vision である「Trusted Global Innovator」を掲げて
おります。AI、IoT、ビッグデータ、VR、ロボティクス等の「デジタル」技術を活用した新しい
サービスがあらゆる領域で登場しているなか、当社はお客さまから「信頼いただけるパートナー」
として、世界中のお客さまとともに、様々なアイデアと最新技術を結び付けて、ビジネスイノベー
ションを実現していきたいと考えています。
世界では、人口増加や都市化に伴う食料・水の問題、交通、教育、医療、防災といった
社会インフラの問題、エネルギーや環境問題など、私たちの社会生活の持続性を脅かす様々な
課題が取りざたされています。これらの課題解決に向けて期待されているのが、IT をはじめとす
る先進技術です。
「持続可能な開発目標（SDGs : Sustainable Development Goals）」
が掲げる様々な目標の達成に向けても、当社が果たすべき役割はこれまで以上に高まって
います。お客さまとともにイノベーションを巻き起こし、豊かな社会づくり、スマートな社会
づくりを先導しながら、
「Trusted Global Innovator」としてお客さまと社会に貢献してまいり
ます。
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NTTデータグループのCSR、研究開発、
コーポレート・ガバナンス、
詳細な財務情報等については、
以下のサイトに掲載しています。
社会・環境への取り組み
（CSR）
http://www.nttdata.com/jp/ja/corporate/csr/

NTT DATA Technology Foresight
http://www.nttdata.com/jp/ja/insights/foresight/

投資家・株主の皆様へ
http://www.nttdata.com/jp/ja/corporate/ir/

N o n -V O C インキロゴ 使 用ガイド

N o n -VO C イン キとは？
Non-VOC インキは、構成成分中の高沸点石 油 系 溶 剤 を 1 ％ 未 満 に 抑 え たイン キで 、 植 物 油
イン キよりもさらに 進 んだ 環 境 にやさしい インキです。

ロゴ の 使 用カラー
バックに 色 が入る 場 合

プロセス 4C
ミドリ - 01

株式会社NTTデータ

C50
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Tel：03-5546-8202（代表）
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会社情報（2021年7月1日現在）

資本金

会社名（商号）

拠点（2021年3月現在）

142,520百万円

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
（略称 NTT データ）

売上高

2,318,658百万円

本社
〒135-6033

中南米
14,300

139,700人

Tel : 03-5546-8202（代表）

日本
40,100

インド
24,600

APAC
4,100

EMEA
34,500

従業員数

東京都江東区豊洲三丁目3番3号

China
4,700

北米
17,200

1,000人

設立年月日

1988 年5月23日

53カ国・地域

225 都市

139,000＋人

組織図（2021年7月1日現在）
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サービス・ペイメント事業本部
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第四金融事業本部

第三金融事業本部

第二金融事業本部

第一金融事業本部

金融分野

テレコム・ユーティリティ事業本部

社会基盤ソリューション
事業本部

第二 公 共 事 業 本 部

第一公 共 事 業 本 部

公共・社会基盤分野

公共
統括本部
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技術革新
統括本部
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経営会議
取締役会

社長

監査等委員会

監査等委員会室

役員紹介（2021年7月1日現在）
取締役
代表取締役社長

代表取締役副社長執行役員

代表取締役副社長執行役員

代表取締役副社長執行役員

本間 洋

山口 重樹

藤原 遠

西畑 一宏

取締役常務執行役員

鈴木 正範

ソーシャルデザイン担当、
公共・社会基盤分野担当、
中国・APAC 分野担当

コーポレート総括担当*1、
技術総括担当*2、
人事本部長

欧米分野担当、
グローバルマーケティング担当

取締役常務執行役員

取締役

取締役

金融分野担当、
バンキング統括本部長

コーポレート総括副担当、
コーポレート統括本部長、
同統括本部 事業戦略室長

佐々木 裕

平野 英治

藤井 眞理子

取締役

取締役

取締役

取締役（常勤監査等委員）

Patrizio Mapelli

有本 武司

池 史彦

小畑 哲哉

取締役（常勤監査等委員）

取締役（常勤監査等委員）

取締役（監査等委員）

桜田 桂

岡田 顯彦

佐藤 りえ子

社外取締役 *3

社外取締役 *3

社外取締役 *3

社外取締役 *3

社外取締役 *3

社外取締役 *3

社外取締役 *3

常務執行役員

茅原 英徳

有馬 勲

公共・社会基盤分野副担当
公共統括本部長

法人・ソリューション分野担当

森 直之

第一金融事業本部長
第四金融事業本部長

執行役員

河野 吉晴

テレコム・ユーティリティ事業本部長

Bob Pryor

村山 智文

公共統括本部 第一公共事業本部長
ソーシャルデザイン推進室長

豊田 麻子
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冨安 寛
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及び社内システム
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を総括する分掌です。
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*2「技術総括担当」は、技術開発・研究（CTO）、品質保証、及びセキュリティ
*3 取締役のうち平野英治、藤井眞理子、池史彦、小畑哲哉、桜田桂、岡田顯彦及び佐藤りえ子氏の7氏は、社外取締役です。
*4 2021年9月14日付で就任します。9月13日までは「NTT DATA EMEA Ltd. Director ＆ Chair」を継続します。
*5 2021年9月14日付で就任します。9月13日までは「EVERIS PARTICIPACIONES, S.L.U. CEO, Director of the Board」を継続します。

〜Midpoint to Global 3rd Stage〜

中期経営計画

変わらぬ信念、変える勇気によって
グローバルで質の伴った成長をめざす

（2019 〜 2021年度）

当社は、2019年5月に中期経営計画
（2019〜2021年度）
を公表し、その取り組みを開始しました。2019年度からの3年間は、2025
（Global Top 5入り）達成に向けて非常に重要な3年間になります。
年頃の「Global 3rd Stage」
中期経営計画では4つの力を高めていくことを基本コンセプトとしています。
「① Growth（成長する力）」として、Global Top 5に
向けて売上規模と顧客基盤を拡大させていくための力を強化してまいります。
「② Earnings
（稼ぐ力）
」の強化に向けては、付加価値
が高いデジタルビジネスの割合を増やすとともに、生産技術の更なる革新やリージョンごとの効率化を推進します。
また、事業環境が大きく変化している中で、変えるべき部分は「変える勇気」を持って大胆に変化し続けることが重要だと考えてお
り、
「③ Transformation
（変える力）
」
「④ Synergy
（連携する力）
」の強化に向けた変革を推し進め、高い付加価値の提供につながる
NTTデータならではの強みを3つの戦略に基づいて磨き上げてまいります。
一方、SDGsに代表されるような世界共通の社会・環境課題への対応も、企業に求められています。改めて、NTTデータのESG
経営の考え方を「変わらぬ信念」として明確化し、戦略にも落とし込みました。

2025年頃

Trusted Global Innovator
Global Top 5の企業として、

海外売上高比率

世界のお客様から信頼される企業をめざす

North
Japan & America
APAC
EMEA &
LATAM

顧客基盤 *1

100
Top 10
社超

主要国シェア

グローバルで質を伴った成長：FY 2021経営目標

Growth
変える
勇気

連結売上高

2.5 兆円

顧客基盤 *1

80 社以上

Earnings

お客様への提供価値最大化

連結営業利益率 *2

8%

海外 EBITA 率 *2

7%

成長ドライバー Digital & Global

Transformation & Synergy
戦略 1

戦略 2

グローバルデジタルオファリングの拡充

リージョン特性に合わせたお客様への価値提供の深化

戦略 3

NTTグループ
連携の強化

グローバル全社員の力を高めた組織力の最大化

変わらぬ
信念

お客様とともに未来の社会を創る

*1 年間売上高50億円以上（日本）、もしくは50百万米ドル以上（日本以外）のお客様
*2 M&A・構造改革等の一時的なコストを除く

裏面へ

変わらぬ
信念

お客様とともに未来の社会を創る

「お客様とともに未来の社会を創る」ために、お客様との Long-

お客様

Term Relationships に基づく価値創造を通じて、SDGs の達成

企業価値の持続的な向上

に貢献し、企業価値を持続的に向上させていきます。具体的には
事業を通じた社会貢献として、お客様との共創による社会インフ
ラ、業態別ソリューション等の提供によって社会課題の解決に貢献
していきます。加えて、企業活動の面では、働き方変革や多様性
の尊重等、社会課題に最大限配慮した取り組みを推進していくこ
とでリスクを最小化するとともに、社員の持っている力を最大化さ

Long-Term
Relationships に

NTTデータの
ESG 経営

NTTデータ

事業と企業活動を
通じた社会貢献

基づく価値創造

せていきます。

変える
勇気

お客様への提供価値最大化に向けた

3 つの戦略

デジタル化とグローバル化が進展し、事業環境が大きく変化する中で、お客様への提供価値を最大化するためには、私たち自身も変化す
る必要があると考えています。そのために、「変える勇気」を持って、「Transformation（変える力）」「Synergy（連携する力）」の強化
に向け、3つの戦略を実行していきます。具体的には、これまでの各リージョン特性に合わせた戦略に基づく事業運営に加え、グローバル
に提供できるオファリングを創出し、グローバルアカウントに戦略的にアプローチしていくとともに、グローバル全社員の力を高めて組織力
を最大化させていきます。
中期経営計画（2019年度 〜）

戦略1

共通の価値提供 モデル 「4D Value Cycle」

グローバルデジタルオファリングの拡充

Trusted

グローバルに展開できるオファリングを創出し、グローバルアカウントに戦略的
にアプローチしていきます。合わせて創出したオファリングをCoE（グローバル共
通の研究拠点）がサポートしながら各リージョンへ展開していくことで、グローバ

Discover
目利き

ル一体で徹底的に強みを磨いていきます。

Drive

戦略2

未来予測力
新技術目利力

活用

リージョン特性に合わせたお客様への
価値提供の深化

4D Value
Cycle

Design

戦略企画力

企画

Develop
つくり

戦略 1 で創出したデジタルオファリングを提供することに加え、共通の価値提供
モデル「4D Value Cycle」を、リージョンごとに異なる市場特性や当社の強みに

業務改革推進力

合わせて回し続けることで、お客様への提供価値を更に深化させていきます。
「4D Value Cycle」は、お客様に最適な技術を目利きし、企画し、開発し、
お客様に活用いただき、次の新しい提案につなげていくというサイクルで

戦略3

グローバル全社員の力を高めた組織力の最大化

戦略 1、戦略２の実行を支えるために、グローバル全社員の力を高めて組織力を
最大化させていきます。

す。お客様との Long-Term Relationships をベースとし、このサイクルを
回し続けることで価値提供を深化させていきます。
Discover
Design
Develop
Drive

市場とお客様のニーズの予測、新技術の目利き
様々なビジネスやサービスの連携を視野とした広く深い構想
高度なシステム構築力や活用力によるソリューションの構築と提供
お客様がソリューションを最大限活用するためのサポート

公共・社会基盤分野
行政、医療、通信、電力等の社会インフラや
地域の活性化を担う、
高付加価値なITサービスを提供しています。

「みちびき」の衛星回線を活用して防災情報を配信

準天頂衛星「みちびき」からの
緊急情報の一斉同報
（火山 · 津波情報等）

減災コミュニケーションシステムの屋外スピーカー装置にて、準天頂

携帯電話基地局
専用パケット通信
緊急速報メール

衛星「みちびき」からの災危通報機能を提供しています。
激甚災害等によって、親局からの通信や緊急速報メールが使えな

LPWA 網
（自営無線網）

い状況や、親局のある庁舎に職員が登庁できない状況においても、

屋外スピーカー
装置
防災
メール

緊急情報の一斉同報を継続することを可能とし、災害時の緊急対応
の迅速化に貢献します。

LPWA

戸別受信端末

携帯通信対応
屋外子局

防災タブレット
端末
防災
アプリ

携帯電話 ·
スマートフォン
専用タブレット端末
（スマホ · アプリ／ （双方向通信対応）※
緊急速報メール）
※ 避難所、自治会長宅、要配慮者宅等に設置

携帯通信網、LPWA、
「みちびき」も含めた多様かつ最適な手段で、
災害情報を迅速・確実に伝達

複数の医療機関を支援する遠隔 ICUシステム「Tele-ICU」
集中治療専門医が常駐するセンターと複数の医療機関の ICU を接

提供体制の充実、専門医不足のカバー等の効果が見込まれ、集中

続し、患者のバイタル、映像、電子カルテ情報を共有することで遠隔

治療におけるさらなる医療の質の向上、医師の働き方改革に貢献し

診療を支援します。医療の質の向上、医師の負担軽減、地域の医療

ます。

重症度スコア

患者状態の
トレンドを把握

Web 会議

円滑なコミュニ
ケーション

ICU/HCU

ICU/HCU
Support
Center

患者映像

遠隔からの
モニタリング

電子カルテ参照
網羅的な診療
情報の把握

AW3D® 全世界デジタル3D 地図提供サービス
〜衛星画像を用いた3D 地図で全世界の幅広い分野に貢献〜
NTT データが提供する AW3D® は、世界で初めて5m 解像度の

大幅に精度が向上したことから、新興国を中心に世界130ヶ国以上

細かさで地球上のすべての陸地の起伏を表現した「デジタル3D

での利用におよび、今後も国内外における防災・資源・都市計画・

地図」です。JAXA ※の地球観測衛星「だいち」によって撮影された

電力・通信サービス等の効率化と高度化に貢献していきます。

約300万枚の衛星画像を用いて、RESTEC ※と共同で開発・販売し
ています。

国内外での受賞歴：

都市計画等の分野においては、米国 Maxar 社の衛星画像を活用
して更に細かい0.5〜2m 解像度を実現。都市エリアを中心とした
「建築物」レベルの細かな起伏の表現が可能となりました。
衛星画像を用いた3D 地図は、従来の航空写真などを用いた
手法と比べ、約4分の1以下のコストで最短1週間という短納期を
実現します。また、それまでの30〜90ｍ解像度の世界3D 地図から

2016年3月 内閣府主催 第2回宇宙開発利用大賞「内閣総理大臣賞」
2017年1月 日本経済新聞社主催 2016年日経優秀製品・サービス賞
「優秀賞 日経産業新聞賞」

2017年8月 Geospatial Media and Communications 主催
Asia Geospatial Excellence Award
「Asia Geospatial Technology Innovation Awards 2017」
2018年6月 一般財団法人情報サービス産業協会主催
JISA Awards 2018の最高賞「Winner 受賞」

※ JAXA
（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）、RESTEC
（一般財団法人リモート・センシング技術センター）

通信インフラの整備

自動運転向け高精度地図

©NTTDATA, included ©Maxar Technologies

災害シミュレーション

©NTTDATA, included ©Maxar Technologies

Sinotech Engineering Consultants, INC
©NTTDATA, included ©Maxar Technologies

東京

©NTTDATA, included ©Maxar Technologies

金融分野
金融機関の業務効率化やサービスに対して、
高付加価値なITサービスを提供しています。

ブロックチェーン技術の活用

貿易に関わるすべての業界のお客様へ、即応性の向上、データの

〜貿易業務の DX「TradeWaltz 」〜

原本性・透明性確保など、大きな変革をもたらします。

®

貿易分野のデジタル化は、国や業界をまたぐプレーヤーの多さ、貿易

〜ブロックチェーン間の相互運用性

取引の複雑さから従来の技術では実現不可能と言われてきました。

（interoperability）を実現〜

NTT データでは、ブロックチェーン技術を活用して貿易業務におけ
るデータの原本性を確保しつつ、100％デジタル化を実現可能とす

金融分野をはじめ、様々な領域でブロックチェーン技術を実用化し

る貿易情報連携プラットフォーム「TradeWaltz®」を開発しました。

たサービスが立ち上がっていますが、現状では各々異なるブロック

2017年よりNTT データを事務局として、貿易関係者である商

チェーン基盤上に構築されています。NTT データでは、次の課題と

社・銀行・保険・船会社等、各業界を代表する企業18社と業界横

してブロックチェーン間の相互運用性
（interoperability）
に着目し

断のコンソーシアムを発足・運営しています。本コンソーシアムでは、

技術研究を進めています。ブロックチェーン上で実現される「価値

デジタル技術を活用した貿易業務における事務処理の効率化や、

（暗号資産など）
の移転」と「権利（モノやサービス）
の移転」を同時

安全性の向上等について議論を重ね、国内およびアジアにおいて

に実現することで、付加価値の高いサービスを提供していきます。

実用化に向けた実 証実験を行ってきました。2020 年度には、

点で存在するシステム同士を結び付け、新たな社会インフラの形

「TradeWaltz®」の本格運用を開始、これによりウィズコロナ時代に

を実現することにより、潜在的な社会課題の解決にも貢献していき

即した紙書類の大幅削減が可能となり、貿易業務の作業量を最大

ます。

50％程度削減できる見込みです。
保険会社

買取（通知）銀行

発行銀行

輸出者
（売主）

輸出入監督官庁

輸入者

輸出入監督官庁

ブロックチェーン（分散型台帳）で
電子データを共有 · 活用
運輸会社・
通関会社

税関

運輸会社・
通関会社
貨物

税関

データ管理の高度化をトータルサポートする「ABLER™」
「ABLERTM」では、オントロジー／セマンティック等の各種要素技
術を組み合わせることで、これまで機械処理が難しかった自然文や

ソースデータ

トータルコンサルテーション

SNS、音声といった非構造化データ等の積極的な活用が可能にな

要素技術
（文字認識・画像認識・音声認識・NLP・
オントロジー・LOD・AI・IoT）

ります。また、データ整備の一部を自動化し、データ利用のための
準備時間を大幅に削減することができます。
「ABLERTM」のサービ

既存システム

スやソリューションラインアップを順次拡大し、データ利活用の

Intelligent Data Fusion

Intelligent Analysis

• コールセンタ
業務支援

データ収集・
クレンジング

高度化を通して、お客様ビジネス変革及び新たな価値創造を支援

• 法人審査・営業支援
Intelligent Search

していきます。

ドキュメント類

• ドキュメント

データ活用基盤

高度検索

• Product 360°
Intelligent KY3P

• 顧客情報統合
• マーケティングの

Single View

画像・音声・
動画・
外部データ等

高度化

基盤

金融機関とその先のお客様へ「OpenCanvas®」
〜金融のつながりを起点に、様々な業界、利用者に価値提供
オープンイノベーションを創出するSoE 基盤〜
2017年より、金融機関とFinTech 企業による新サービス創出を目的

（株）
マネーフォワードならびにfreee
（株）
これまでも、NTT データは

に、高い信頼性とセキュリティーを有し、
「各種 API」と「API 管理機

と連携し、2016年4月にFinTech サービスとインターネットバンキン

能」を提供するクラウド型サービス基盤「OpenCanvas®」を提供

グを接 続する API 連 携サービスを国内初で商用開 始する等、

しています。

業界でも最先端の取り組みを実施してきました。また、2018年には

金融機関は、
「OpenCanvas®」
が提供するAPIを通じて、FinTech

画像、音声、動画、言語などの各種データと各社 AI をマルチに接続

をはじめとするX-Techサービスと各金融機関サービスを連携すること

可能とし、新サービスの迅速な提供を支援するAIマルチ接続機能の

で、新たなサービスを効率的かつスピーディーに提供することが可能で

提供を開始しました。今後も「OpenCanvas®」を通じて、金融機関

す。また、X-Tech 企業は、
「OpenCanvas®」
が提供するAPIに対応する

や世界各国の X-Tech 企業のオープンイノベーションを実現し、利用

ことで、
「OpenCanvas®」
を利用するメガバンクをはじめとした数多くの

者の生活を豊かにする日本発のサービスを創造していきます。

金融機関とAPI 接続することが可能になります。

オープンイノベーション

利用者

金融分野
銀行

〜新たなオープンイノベーションを創出するSoE 基盤〜
個人

コミュニティクラウド

本人認証機能

API

保険

AI

証券

公共・社会基盤
分野

法人
ソリューション
分野

PoC 基盤
新規基盤

クレジット

更改基盤

企業

共創の場

FinTech
国内

海外

「豊洲の港から ®」など、各種フォーラムの実施

グローバル

法人・ソリューション分野
製造業、流通業、サービス業等の事業活動を
支える高付加価値なITサービスおよび各分野の
ITサービスと連携するペイメントサービスや
プラットフォームソリューションを提供しています。

アバターの遠隔接客による店舗デジタル化の加速
近年、小売業界では労働人口の減少、好立地な出店場所の減少に

はお客様の属性、感情を推定するデータと対話データを取得する

より、実店舗の出店拡大が困難になっています。また、人と人との接

ことで、お客様の特性や会話の中にあるお客様のニーズが把握でき

触機会を減らした接客の姿、在宅勤務等のスタッフの働き方変革も

るようになり、接客品質の向上や商品開発、プロモーションへの

注目されています。

還元も可能となります。

NTT データでは AI· アバターの活用により業務の省力化と非対
面接客の進化を実現し、新たな店舗体験を創出します。実店舗で

アバター遠隔接客ソリューションの展開

これからもテクノロジーを通じて、お客様がより利便性やワクワク
を感じられるような新しい店舗体験の姿を実現します。

ヘルス＆ビューティコーナーのイメージ
専門スタッフ
（ビューティコンシェルジュ）
本社から応対

来店されたお客様へ動画
やポスターでサービスを
ご案内し、売場へ誘導

アバター

接客品質の向上

商品ディスプレイと一体
化したアバター呼び出し
画 面 で 接 触しやすさを
醸成

遠 隔 にいるビュー ティ
コンシェルジュが補足画
像を表示しながら、お客
様一人ひとりにおすすめ
の商品をご案内

AI

アバター活用による
接しやすさ

顔認識

性別、年代
感情推定

音声認識

ニーズ推定

脳科学

嗜好性推定

モビリティ社会の創造
将来のコネクティッドカー社会の実現をめざし、トヨタ自動車様と

NTT グループでは車両から得られるセンサー、画像等データを

データ収集
蓄積 ·分析基盤

車の周辺状況

車両状況
データセンター

活用するための大規模コネクティッドプラットフォームの共同技術
開発を実施しています。

エッジ
コンピュー
ティング

この取り組みでは、NTT グループの持つエッジコンピューティン
グや5G、大容量データ処理など技術を集約し、コネクティッドカー

IoTネットワーク

5G

を活用した交通渋滞の緩和など社会課題解決に取り組んでいます。

大容量
データ収集

さらに、将来的には車両だけではなく、人を含めた様々なモノが

リアルタイム
データ配信

エージェント

つながるスマートシティの実現に向け、
トヨタ自動車様と取り組んで
いきます。

デジタルワークスペース「BizXaaS Office®」
NTT データでは、新たな働き方を実現するデジタルワークスペース

方が多様化したことにより従来の IT インフラでは不十分なセキュリ

「BizXaaS Office®」を提供しています。利便性の高いクラウドや

ティ面についても、新たな概念「ゼロトラスト· ネットワーク」に基づ

モバイルのメリットが享受できる仮想デスクトップサービスにより、

き再構築を支援。New Normal 時代に最適な IT インフラの実現、

生産性や従業員エンゲージメントの向上に寄与します。また、働き

お客様の働き方変革に貢献していきます。

お客様データセンター

BXO データセンター
BVDI

BVDI

クラウドサービス

仮想
デスクトップ

管理サーバー

BMWS

業務
システム

各種
オプション
サービス

ファイル共有

Exchange
メール

BXO Managed Workspace Security

WAN
CASB

仮想 PC 環境

本社
シンクライアント端末

支社
シンクライアント端末

IDaaS

UEM

自宅 ·
リモート拠点

EDR

DMaaS

SDP

UEBA

外出先
インターネット
（インターネット VPN)

北米分野
北米を中心に、大規模な企業及び行政へ
高付加価値なITサービスを提供しています。

米国オクラホマ州政府
米国オクラホマ州政府より大型マネージドサービス、コンサルティン
グサービスの契約を新たに受注しました。IT インフラの運用最適化
等を通じて、お客様のデジタル変革をサポートします。

NTT データは、デジタル技術を活用したオートメーションを推進
し、お客様の業務高度化と生産性向上に貢献しており、外部機関か
ら2年連続で Workplace Services におけるリーダー評価を獲得
しています。

USAID
米国の国際開発庁（United States Agency for International

Development：USAID）と新 たに大 型 の IT サ ービス契 約 を
締結し、IT インフラサービス及びアプリケーションマネジメントサー
ビスを提供します。
米国連邦政府を含む公共分野に対するこれまでの豊富な IT サー
ビスの実績や知見、お客様の IT 環境や業務課題に関する深い理解
等を通して信頼関係を築いたことに加え、先進的な技術を活用し、
イノベーションやオートメーションを推進する姿勢が評価されま
した。

EMEA・中南米分野
EMEA・中南米を中心に、
企業及び行政へ高付加価値なITサービスを
提供しています。

ドイツ鉄道「SAP S/4 HANA」を活用したDXサポート
長年の SAP 関連サービスの実績と信頼性、豊富な人財といった強
みに加え、お客様要望への柔軟な対応姿勢が高く評価され、
ドイツ
鉄道よりNTT データグループ最大規模の大型 SAP 導入案件を受
注しました。
グループ一体となりコンサルティングから導入まで一貫したサー
ビス提供を通じて、お客様のデジタルトランスフォーメーションをサ
ポートします。

遠隔医療ソリューション「ehCOS Remote health」
「ehCOS Remote health」では患者が入力した症状やその他の
医療情報を収集することで、新型コロナウイルス感染症に関わる診
断や推奨事項の提供を可能にします。

タイムリーな診断とケア
自己トリアージ、ビデオ面談、チャットによる
タイムリーな診断と治療の提供

軽度・中等度の患者については本ソリューションを介した遠隔診
療が可能であり、医療機関の対面診察の混雑緩和を支援します。
入力された大量のデータを収集・分析することで、医療機関が
患者の臨床的な変化を把握し、より適切な判断を行うことを支援し

継続的なマルチチャネルケア
陽性患者、陰性患者の症状管理、
他の医療専門家とのチャネル接続

ます。
データ収集と分析
患者の臨床的進展・回復力分析、
疫学的クラスターの精緻化

