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CSR重要課題への取り組み
NTTデータグループでは、ITを通じた社会課題の解決に寄与するとともに、ステークホルダーとのかかわりを通じて、持続可能な社会の発展に貢献しています。

CSR重点テーマ 主なSDGs CSR重要課題 内容

社会や地域にとって、
よい「しくみ」を。

IT人財の育成 持続可能な未来のために、社会基盤としてのITが幅広く公平、適切
に利用されるよう、様々な角度からIT人財育成の支援をする。

フェアな社会の実現に向けた貢献 公正で持続可能な社会の実現に向け、ITの活用を通じ、地域コミュ
ニティの課題解決に貢献する。

はたらく人にとって、
よい「しくみ」を。

雇用・登用のダイバーシティ実現
「ダイバーシティ＆インクルージョン」を重要な経営戦略のひとつと
し、「多様な人財活躍」と「働き方変革」の2軸で新たな企業価値の
創出を目指す。

不当労働の撲滅
（児童・強制・長時間）

組織力につながる個の力を大切にし、チーム全体で一人ひとりのワー
クスタイル変革を図るとともに、健康で満足度の高い職場づくりを
グループ一体で推進していく。

地球環境にとって、
よい「しくみ」を。 気候変動問題への対応 グループ一体となった環境ソリューション等の創出・拡大および環

境コミュニケーションの推進を通じて、環境負荷低減を目指す。

CSRを支える基盤

安全・安心なITインフラの普及
安心して利用できる社会基盤の実現に向け、品質マネジメント規格
の認証や開発・管理手法の統一化などグループ全体で取り組み、シ
ステムの信頼性向上を重視したサービス提供を目指す。

先進的IT技術の革新
ITの技術を通じたイノベーションの創出を軸としてイノベーションマ
ネジメントの展開をするとともに、お客様と中長期的な課題を共有
し、将来に向けた技術開発やビジネス共創につなげていく。

情報セキュリティの徹底
「情報の安全性確保」と「情報の積極的な活用・共有」を適正な 
バランスで両立させ、グループ全体で安心なナレッジ流通を促進し、
お客様に新たな「価値」の提供を目指す。

コンプライアンスの徹底 企業倫理の根本原則となる「グローバル・コンプライアンス・ポリ
シー」を「Our Way」のひとつと位置付け、その浸透と徹底を図る。

災害リスクへの対応
「災害時BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）」
や、社会インフラにかかわるシステム・サービスの「コンティンジェン
シー・プラン（緊急時対応計画）」の整備と継続的な改善に努める。

先進的IT技術の革新
自動化AIソリューション 
AIを活用したアクティブ制振技術

気候変動問題への対応
三鷹データセンターEAST

雇用・登用のダイバーシティ実現
ダイバーシティ＆インクルージョン
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社会や地域 フェアな社会の実現に向けた貢献

　　少子高齢化による生産年齢人口の減少
　少子高齢化が急速に進展している日本では、2008年をピークに総人口が減少に転じ、人口減少時代を迎えています。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、2050年には日本の総人口は
1億人を下回ることが予測されています。人口構成も変化し、1997年には65歳以上の高齢人口が14歳未満の若年人口の割合を上回り、2017年には3,515万人、全人口に占める割合は27.7%と、年々
増加しています。他方、15歳から64歳の生産年齢人口は2017年の7,596万人（総人口に占める割合は60.0%）が2040年には5,978万人（53.9%）と減少することが推計されています。
　このような少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少に伴う、国内需要の減少による経済規模の縮小や労働力不足、日本の投資先としての魅力低下による国際競争力の低下など、様々な社会的・経済的な
課題が深刻化しています。
　人口減少時代の中で、経済社会水準を維持していくためには、限られた労働力でより多くの付加価値を生み出し、一人当たりの労働生産性を高めることが求められています。

CASE 1

出典：「平成30年版高齢者白書」（内閣府）より作成 
 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/zenbun/pdf/1s1s_02.pdf

出典：「平成30年版情報通信白書」（内閣府）より作成 
 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/pdf/30honpen.pdf

 世界の高齢化率の推移
（%）

 日本の人口及び人口構成の推移
（千人）
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2015年から 
急速に減少

世界中で少子高齢化が進み、生産人口も減少する中、一人当たりの労働生産性を高めることが求められている
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　一人当たりの労働生産性を高めるためには、お客様へのサービスの質を高めながら、従来の働き方
を変えるITシステムの積極的な活用が不可欠となります。
　NTTデータでは、銀行と生命保険会社を直結させ、銀行業界で初めて、意向把握を含めたお客様へ
のご提案からご契約まですべてをタブレット端末で完結するシステムを（株）池田泉州銀行と共同で開
発しました。2017年5月より池田泉州銀行を含めた13行で運用を開始し、2018年7月末時点です
でに33行での利用が決定しており、利用意向も含めると60行以上の金融機関が採用する予定です。
このシステムの稼動により、お客様の書類記入や捺印のご負担軽減、契約手続きに要する日数短縮な
どお客様へのサービス向上とともに、少子高齢化に伴う労働人口の減少という社会課題の解決にもつ
ながっています。

お客様へのサービス向上と労働生産性向上の両立を実現

　このシステムは、生命保険の申込手続きをタブレット端末上で、いくつかのチェックと電子サインをす
るだけで完了するため、お客様がご記入いただく紙帳票が大幅に削減され、申し込みから契約までの
手続き時間も約半分に短縮されます。また、従来の手続きでは申込書類を郵送していため、保険証券
のお届けまでに約2週間かかっていたものが、ペーパーレス化されることで、最短3日でお届け可能と
なります。そして、ペーパーレス化により入力内容等のシステムチェックが可能となり、書類の不備によ
る契約手続きの遅れなども大幅に削減されます。
　これまでの紙帳票を中心とした煩雑な
手続きを、タブレット端末を用いてペー
パ–レス化し、手続きを一気通貫にシステ
ム化することで、お客様へのサービス向
上とともに、銀行や保険会社の事務効率
化や紙資料の管理コスト削減などによる
労働生産性の向上に貢献しています。

今後に向けて

　本ソリューションに対応可能な保険会社を拡大するとともに、保険申し込みにおけるペーパーレス範
囲の拡大を目的として機能追加を行う予定です。NTTデータでは、今後も先進的IT技術の提供によ
り、日本が抱える労働人口の減少という社会課題の解決に貢献していきます。

　RPAは「Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）」を略し
た言葉で、これまで難しいとされていたオフィス業務の効率化・自動化を実現する仕組みです。例え
ば、RPAに任せたい作業をパソコン上で実践して操作手順を覚えさせることにより、次回からその作
業を代行させることが可能となります。このように、RPAの普及により業務の負担が大きく減ること
が期待されており、少子高齢化で労働人口の減少が問題となっている現在、RPAを利用した生産性向
上は人手不足の問題を解決する重要な手段です。

定型業務の省力化や作業効率と品質の向上に貢献

　RPAツール「WinActor®/WinDirector®」は、NTTアクセスサービスシステム研究所で培われた
研究技術をコアとする純国産RPAソリューションです。業務部門の担当者がノンプログラミングで自動
化ルールを作成できる容易性と、自動化対象のアプリケーションを限定しない汎用性が評価され、
2018年8月時点で当社は1,250社のお客様に対して導入し、国内シェアNo.1を獲得しています。 
またNTTデータが、日経コンピュータ顧客満足度調査2018–2019「RPA部門」1位に選出された
ことからもわかるように、200社を超える特約店が全国各地で研修や検定、技術支援などの手厚い
サービス・サポートを提供していることも特長です。

今後に向けて

　RPAツール「WinActor®/WinDirector®」は、生産性向上や、働き方改革、人材不足解消など、
様々な社会課題の解決に貢献するとともに、企業の新ビジネス創出や、従業員のキャリア形成など、付
加価値の創出という面でも、貢献が期待されています。

RPAツール「WinActor®/WinDirector®」 銀行と生命保険会社が直結したシステム
「保険窓販フロントゲート」

  NTTデータグループのソリューションCASE 1

 契約実績社数の比率  システム導入による業務フローの変化

 システム導入による業務フローの変化
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「多様な人財活躍」と「働き方変革」の2軸で推進 
「ダイバーシティ&インクルージョン」

　NTTデータでは「ダイバーシティ&インクルージョン」をグローバル競争に勝ち抜くための重要な経営戦略のひとつとして 
捉え、「多様な人財活躍」と「働き方変革」の2軸で新たな企業価値の創出を目指しています。
　「多様な人財活躍」では、2020年度末まで女性社員採用比率30%超の維持を目指すとともに、女性管理職数を200人
以上、女性経営幹部数（役員、組織長等）10人以上を目標としています。さらに、キャリア形成支援研修や社外研修への派
遣、企業内託児所「エッグガーデン」を設置するなど、女性社員の活躍を支援しています。
　「働き方変革」では、年間平均総労働時間と年休取得計画達成率をKPIとし、2018年度末までに社員の総労働時間を一人
当たり平均1,890時間/年にすることを目指しています。目標達成状況を四半期ごとに経営層へ報告し、継続的に取り組み内
容の改善を行うことで、目標を達成するべく取り組んでいます。また、単純な労働時間の削減だけではなく、限られた時間の中
で仕事の質を高めることで強い競争力を維持できるよう、制度や労働環境の整備、開発生産性向上に取り組んでいます。
 
ダイバーシティへの取り組みが評価され、「100選プライム」を受賞
　経済産業省は「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」を踏まえ、2017年度より

「100選プライム」として「全社的かつ継続的にダイバーシティ経営に取り組んでいる
企業」を選定・表彰する事業を開始しました。
　NTTデータは、2013年の「ダイバーシティ経営企業100選」選定以降、経営層
によるダイバーシティに関する定期的なメッセージ発信、キャリア形成支援や働き方
変革を通じた社員の意識改革など、全社的かつ継続的に取り組んできたことが評価
され、ダイバーシティ経営のトップオブトップ企業として「100選プライム」を受賞し
ました（応募総数70社中2社が受賞）。

今後に向けて
　NTTデータでは、今回の「100選プライム」受賞を励みに、社員一人ひとりが能力を発揮しながらいきいきと働くことの
できる、また多様な人財が活躍できる環境整備を進めていきます。また、引き続きダイバーシティ経営を推進し、お客様や 
社会に選ばれる魅力のある会社となるよう努めていきます。

「100選プライム」を受賞

!  受賞ポイント

・ 経営層からダイバーシティに関する定期的なメッセージ発信
・ キャリア形成支援や働き方変革を通じた社員の意識改革

はたらく人 雇用・登用のダイバーシティ実現

出典：「ダイバーシティ2.0 行動ガイドライン」（経済産業省）より作成
 http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170331012/20170331012-4.pdf

企業の競争力向上、持続的成長の
ための「ダイバーシティ経営」

　お客様ニーズの多様化や経済のグローバル化など、競争環境が激化する
中で、企業が競争力を高め、持続的に成長していくために、年齢や性別、国
籍などを問わず優秀な人材を確保し、育成していくダイバーシティ経営の重
要性が高まっています。
　上記のような背景から経済産業省では、2018年4月より「競争戦略とし
てのダイバーシティ経営（ダイバーシティ2.0）の在り方に関する検討会」の
開催を通じて提言を取りまとめるとともに、2017年3月に策定・公表した
企業が取るべきアクションをまとめた「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」
の改訂を通じて持続的に経営上の成果を生み出せるダイバーシティの推進を
推奨し、日本企業の競争力向上を目指しています。

 「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」実践のための7つのアクション

経営戦略の立案

各事業部門の取り組み
事業部門

事業戦略
（経営企画部門、各事業部門）

人材戦略
（人事部門）

ステーク
ホルダー

資本市場

労働市場

社会、政府

その他の
利害関係者

② 推進体制の構築

管理職

従業員

視点1  経営陣の取り組み

視点3  
外部コミュニケーション

視点2  現場の取り組み

モニタリング、指示

開示、情報発信

フィードバック

報告

全社的な施策の実施、助言

経営トップ、経営陣

① 経営戦略への組み込み

③ ガバナンスの改革

⑥ 従業員の行動・意識改革

取締役会

IR、情報開示
（IR・広報部門）

⑦ 情報発信・対話

コミュニケーション

④ 全社的な 
環境・ルールの整備

全社的課題に対する
ダイバーシティの取り組み

⑤ 管理職の行動・意識改革

CASE 2

「多様な人財活躍」と「働き方変革」の2軸で推進 
「ダイバーシティ&インクルージョン」
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　近年、企業におけるクラウドサービスの活用増加から、システム設計から構築、運用まで
を一貫して外部に委託するケースが増えています。従来、企業が自ら管理していたデータ
などを、データセンター（クラウド）に移行し、クラウドコンピュータを活用する企業が増加
していることから、データセンターの役割はますます重要になっています。
　さらに、昨今のデータセンターは、免震をはじめとした大規模自然災害に耐えうる建物
としての設備に加え、クラウドサービスの拡大やシステムの高集積化によりラック当たり
の消費電力量が高まる中、電力高負荷対応や高いセキュリティレベルなどが求められて
います。
　こうした状況を受け、NTTデータでは三鷹データセンタの隣地に、最新鋭の設備を備えた「三鷹データセンタEAST」を 
建設し、2018年4月よりサービスを開始しました。

最新鋭の設備を備えた環境への取り組み
　「三鷹データセンタEAST」では、自然エネルギーの効率的な活用、また、最新機器・設備の導入により全国でもトップクラ
スの電力使用効率PUE（Power Usage Effectiveness）1.3以下（年間平均・設計値）を目指しています。
 
 

今後の取り組みについて
　「三鷹データセンタEAST」では、サーバ等IT機器類および空調や電力設備などファシリティー系の技術革新への対応に
向け、高い受電容量を準備するとともに、将来の設備更改・拡張を見込んだ設計を採用しています。これにより大規模な改
修を必要とせずに、常に最新のデータセンターファシリティーが提供可能となります。長期にわたり最新のファシリティーを提
供し続けると同時に、環境負荷低減に配慮した設備強化に努めています。

「三鷹データセンタEAST」

 外気冷房方式の構造

地球環境

日本の課題であり続ける 
エネルギーの消費削減

　日本は、エネルギー源の大半を海外からの輸入に頼っているという脆弱性
を抱えており、エネルギーを巡る国内外の状況の変化に大きな影響を受けや
すい構造となっています。国民生活と産業活動の血脈であるエネルギーの確
保は、日本にとって常に大きな課題です。
　そのような背景の中、2014年に閣議決定されたエネルギー基本計画を踏
まえ、2015年に経済産業省が長期エネルギー需給見通し（以下、エネルギー
ミックス）を決定しました。エネルギーミックスは、安全性、安定供給、経済効
率性、環境適合について達成すべき政策目標を想定した上で、将来のエネル
ギー需給構造のあるべき姿を示したものです。エネルギーミックスの実現に向
けては、特にエネルギー消費のシェアが高い企業における徹底した省エネル
ギーなどが求められています。

出典：「平成29年度エネルギーに関する年次報告を基に作成」（経済産業省）より作成

 http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170331012/20170331012-4.pdf

*1：Ｊ(ジュール)＝エネルギーの大きさを示す指標のひとつで、１ＭＪ＝0.0258×10-3原油換算kl  
*2：｢総合エネルギー統計｣は、1990年度以降の数値について算出方法が変更されている  
*3：産業部門は農林水産鉱建設業と製造業の合計   
*4：1993年度以前のGDPは日本エネルギー経済研究所推計   

 最終エネルギー消費と実質GDPの推移
（1018J*1） （兆円、2011年価格）
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CASE 3

気候変動問題への対応 国内最大級の5,600ラックを収容し、高度化するニーズに対応 
「三鷹データセンタEAST」

産業部門の
消費割合が最大*2*3

 導入整備等のポイント

産業部門

•  自然エネルギーを活用した直接・ 
間接外気冷房方式を採用

• CO2排出ゼロのアトリウムの設置
•  太陽光発電を利用した省エネシ

ステムの導入
•  設備の機能性向上と省エネル

ギーを可能にする外装
•  画像センサ付人感センサの導入

GDPの推移*4

コールドパティオ
プレクーリングにより冷却効果を向上

ホットパティオ
排熱を利用しエネルギー負荷低減

エネルギー消費の最大のシェアを占める産業部門のエネルギー消費削減が 
課題となっている
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社会や地域 先進的IT技術の革新

　　AIを活用したイノベーションの推進
　ビジネスに新たな価値を創出し、企業にイノベーションを起こすテクノロジーとしてAIに注目が集まっています。人手では扱うことが不可能だった膨大なデータ量をAIに学習させ、新たなルールや知識を発
見することで、例えば販売業務や商品設計では顧客が潜在的に持っているウォンツのより深い理解や、製造の分野では歩留まりの改善といったニーズに応えられると期待されています。また過去のデータに
基づき将来何が起こるかを予測することで、顧客の需要や行動の変化をつぶさに捉えたり、設備に故障が起こる予兆を検知する—AIはこのような知見も提供できると期待されています。さらには現状人間が
行っている業務、例えばコールセンターにおける質問応答、判断業務における審査、音楽や文章などのコンテンツ創作、自動車の運転、生産プロセス改善などをより効率的かつ高精度にするべく、AIによって
自律化・自動化したいというニーズも高まっています。

CASE 4

 AIの技術の変遷  AIの在り方  AIを活用したイノベーションの推進

　AIは、専門家が持つ経験則をルールベースに展開して人の
知的作業を支援する「第一世代」から、統計/探索モデルに
よって最適解を発見する「第二世代」を経て、脳モデルに基
づき認識性能を飛躍的に向上させる「第三世代」へシフトして
います。

　第一世代から第三世代の手法を適材適所で組み合わせ、さ
らにはモバイルやウェアラブル、IoT、アナリティクス（統計分
析）などのシステムともシームレスに融合しながら、様々な業
務課題に対応するソリューションをデザインしていくことが、こ
れからのビジネスにおけるAIへの向き合い方であり、活用法
となります。

　NTTデータは、ビジネスでの活用や社会課題の解決に貢献
できるAIの提供を目指しており、第一世代の「ルールベー
ス」、第二世代の「統計/探索モデル」、第三世代の「脳モデ
ル」を適材適所で組み合わせ、「知識発見」から「予測」、「知
識処理（実行）の自動化・自律化」にわたってAIを活用した
システムやソリューションの導入実績があります。

エキスパートシステム

音声アシスタント

統計的機械翻訳

統計／探索モデル

脳モデル

ルールベース

第一世代

第二世代

王

王

第三世代

AI将棋

自動運転
End If

If

Then Else

Then Else

End End

高
度
化

20202010200019901980 年代

どのような技術か 実現される機能

第
一
世
代

ルールベース
「知識」を使って

推論や探索が
可能なAI

知識としてインプットされた
ルールに基づいてアウトプット
（人間がルールを作成する）

第
二
世
代

統計/
探索モデル

機械学習を
取り入れたAI

サンプルとなるデータ・特徴
量を人間が与え、ルールや 
知識を自ら学習し、新たな
インプットデータについて自
動的に判断してアウトプット

第
三
世
代

脳モデル
ディープラーニング
（深層学習）を取り

入れたAI

人間が介在したりルールを 
設定しなくとも、自律的に 
特徴やルールを学習し、自動
的に判断してアウトプット

広
義
の
A
I

ルールベース 【知的処理の自動化】
・ロボットとセンサによる高齢者見守り支援
・Robotic Context Processor
・Code Finder

統計/探索モデル
(機械学習）

【知識発見・予測】
・渋滞予測、信号制御シミュレーション
・Smart ICU
・Lean Bot,Security Bot

【知的処理の自動化】

・ロボットとセンサによる高齢者見守り支援
・Robotic Context Processor
・Code Finder
・ニュース原稿の自動生成

脳モデル
（ディープ 
ラーニング）

【知識発見・予測】 ・Lean Bot,Security Bot
【制御】 ・AI制振技術

【知的処理の自動化】
・ロボットとセンサによる高齢者見守り支援
・Robotic Context Processor
・ニュース原稿の自動生成

AIのイノベーション技術が日々進化している中、最先端技術の活用によって、どのようにビジネス・社会課題の解決に貢献していくかが、問われている
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 シミュレーターを用いる深層強化学習イメージ

　近年AIは急速に進歩し、「機械学習」の実用化と「ディープラーニング」の登場により、幅広い分野
でAIの活用が進められており、日本が抱える地震や自然災害リスクといった社会課題に対してもAIの
活用が求められています。
　NTTデータでも、毎年公表している「NTT DATA Technology Foresight」（P32参照）で、
2017年の「技術トレンド」のひとつとして「人工頭脳の浸透」を挙げ、NTTファシリティーズと共に
業界初となる超高層建物の振動制御にAIを活用する新しい「アクティブ制振技術」を2017年8月に
開発しました。

長周期地震動に対し従来制振技術よりも大幅に揺れを低減
　「アクティブ制振技術」は、外部からのエネ
ルギーを用いて、揺れの制御に必要な制御力
を建物に与える振動制御方法です。センサに
より計測したデータに基づいて最適な振動制
御を学習したAIが、地震のエネルギーを吸収
することで建物の揺れを抑えるダンパーを、
地震の揺れに応じて制御します。大型模型試
験体を用いた振動実験では、従来の技術に
比べ、長周期地震動による超高層建物の揺
れを50%以上低減することが確認されてお
り、長周期地震動に対する超高層建物の損
傷低減と居住者の不安軽減に貢献できると
考えています。

今後に向けて
　「アクティブ制振技術」は、実建物への適用に向けた開発を進めており、超高層建物の長周期地震
動対策に貢献するとともに、今後もAIを活用した様々な社会課題の解決に貢献するサービスの開発
に取り組んでいきます。

　NTTデータグループはAIを活用したソリューションの提供によって、様々な社会課題をグローバル
で解決しています。そのひとつとして、子会社であるNTT DATA Servicesが開発した自動化AI 
ソリューション「NTT DATA Robotic Context Processor」の活用により、医療業界で大きな課題
となっている病院や保険会社間の契約書などの複雑な文書管理の効率的な運用に貢献しています。

お客様に経営革新をもたらす顕著な成果としてアワードを受賞
　「NTT DATA Robotic Context 
Processor」は、複雑な文書をディープラー
ニングによる自己学習、OCR（光学文字認識）
やNLP（自然言語処理）によって理解した上
で、契約管理業務を実行する機能を備えてお
り、各文書の管理にかかる稼動時間が大幅に
削減されます。本ソリューションは、お客様の
経営改革への貢献が評価され、Operational 
Excellenceの取り組みを推進する年次 
大会である米国BTOES18（The Business 
Transformation & Operat ional 
Excellence World Summit）にて「Best 
Achievement in Operational Excellence 
to deliver Business Transformation」を
受賞しました。また、業務の効率化、自動化に資する業務ワークフローの自動モニタリングサービス

「Lean Bot、Security Bot」や診療記録の集約・ドキュメント化プロセス（Medical Coding）の
自然言語処理によるサポートサービス「NTT DATA Code Finder」を組み合わせることで、さらな
るドキュメント化作業のスピード、正確性、コスト効率が大幅に向上されます。

今後に向けて
　「NTT DATA Robotic Context Processor」をはじめ、「Lean Bot、Security Bot」や

「NTT DATA Code Finder」の活用拡大を図るとともに、お客様における業務のデジタル化および
様々な社会課題の解決に貢献するサービス/ソリューションの開発に向けて、今後もイノベーションを推
進していきます。

医療業界の課題への貢献「自動化AIソリューション」 AIを活用した超高層建物向け「アクティブ制振技術」

  NTTデータグループのソリューションCASE 4

強化学習では、建物をできる限り揺らさないことをゴールの状態とし
ます。そして、効果の高かった制御に高い得点（報酬）を与えるアル
ゴリズム用い、最適なアクティブ制御ルールを、試行錯誤学習によっ
て自動的に獲得します。

ロボットコンテクスト
プロセッサの能力 自己学習型人工知能辞書

にデータを自動供給する
ことで精度を向上させる

文法的な手法を使用し
て、内容を読み取り、
探し出し、非標準情報を
標準の形式へ変換する

ヒューリスティック分析に
より、適切な内容の抜粋
を読みとり、識別する 【行動】③

アクチュエーター制御
【目標】①
ゴール設定

【状態】②
動きを表す物理量

【報酬】④
振動制御の
度合い

数百の種類の異なる書類
やフラットファイルから適切
な文書を特定する

規則に基づいたエン
ジンにより、定義に
基づいてコンテンツ
を分類する

連続したテキストの
かたまりを、事前に
定義された辞書の
キーワードと記号に
より単語に分割する

OCR（光学文字認識）により、
画像ベースの書類から内容を抽出する

 「NTT DATA Robotic Context Processor」 
 導入効果

制御値算出

応答のシミュレーション

建物地震応答シミュレーター

DNN
(ディープニューラルネットワーク)

出力 入力
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　NTTデータのCSRへの取り組みは、国内外の調査機関などから評価をいただいています（2018
年9月現在）。

社会や地域にとって、よい「しくみ」を。

  Dow Jones Sustainability World 
Index/Asia Pacific Index
ダウジョーンズ社とロベコサム社が開発した、経済・環境・社会の3つ
の側面から企業の持続可能性を評価するインデックス、Dow Jones 
Sustainability Index（DJSI）のWorldおよびAsia Pacificに選
定されています。

 FTSE4Good Index
環境・社会・ガバナンスのグローバルスタンダードを満たす企業への
投資を促進するようデザインされた、社会的責任投資指標である
FTSE4Goodの構成銘柄に選定されています。

 FTSE Blossom Japan
FTSE Russell社による、国際的なESG基準である環境・社会・ 
ガバナンスの観点において優れた日本企業を評価するFTSE 
Blossom Japanに選定されています。

 Oekom格付Prime
ドイツのoekom research AG 社によるCSR 格 付において、
Internet＆Software業界リーダーの１社としてPrimeに選定され
ています。

 モーニングスター社会的責任投資株価指数
モーニングスター社が国内上場から社会性に優れた企業を選定し、 
その株価を指数化した国内初の社会的責任投資(SRI)株価指数の構
成銘柄に選定されています。

 RobecoSAM Sustainability Award
SRI（社会的責任投資）評価会社であるスイスの調査機関ロベコサム
社によるサステナビリティ評価「RobecoSAM Sustainability 
Award」で特に優良なCSR企業として「Bronze Class」に選定さ
れています。

「IDC ITMarketScape for Worldwide Omni-Channel Engagement 
IT Implementation Services 2017」において、最上位の「リーダー」評価を獲得

　2017年4月、米国IDC社が発行する金融分野におけるオムニチャネルサービス事業者に関する評価レポー
トにおいて、中長期的な顧客接点サービスを提供するための実行能力と、サービス戦略が評価され、最上位の
「リーダー」評価を獲得しました。

 https://www.idc.com/

JISAアワード2017において、NTTデータの「法人（加盟店）審査ソリューション」がWINNERを受賞

　2017年6月、一般社団法人情報サービス産業協会（JISA）より、法人の審査において手
間がかかるネット情報収集の業務負荷軽減や収集プロセスの自動化を実現した点、および独
創性が高く国際的にも展開可能な点において高く評価され、WINNERに選ばれました。

 https://www.jisa.or.jp/event/awards/tabid/265/Default.aspx

第11回ASPIC IoT・クラウドアワード2017において、「ECONO-CREA®」が「総務大臣賞」、 
「ASP・SaaS部門 総合グランプリ賞」を受賞

　2017年11月、特定非営利活動法人ASP・SaaS・IoTクラウドコンソーシアムにより、
「ECONO-CREA®」が、電力ビジネスに必要な顧客管理、需給管理、ポータル、ビジネス・
インテリジェンス/データウェアハウス機能をワンストップで提供、また、将来的にアグリゲー
ターとして多様な業界をつなぎ、サービス創発に寄与するサービスプラットフォームであると
して認められました。

 http://www.aspicjapan.org/event/award/11/index.html

BTOES18において、ビジネストランスフォーメーションアワードを受賞

　2018年3月、企業等が価値創造に向けて業務プロセスを改善し、現場の業務遂行力を高めることで競争上
の優位性を確立する取り組みを推進する年次大会BTOES18において、自動化の技術が高く評価され、受賞
となりました。

 http://btoes.com/2018-award-winners

「IoT Services PEAK Matrix™ Assessment and Market Trends 2017」において、 
リーダー、スターパフォーマー評価を獲得

　2017年12月、Everest Groupが発行する「IoT Services PEAK Matrix™ Assessment and 
Market Trends 2017：Have You Taken the Plunge in IoT Yet?」において、IoT領域全体にわた
るコンサルティング能力および次世代のIoT対応能力と技術開発投資から生み出した知的財産とソリューション
が、大規模かつ高度な取り組みに活用されていることが認められました。

  https://assets1.dxc.technology/workplace_and_mobility/downloads/Everest_Group_-_IoT_Services_
PEAK_Matrix__Assessment_and_Market_Trends_2017_-_Focus_on_DXC_Technology.pdf

外部評価 受賞実績

外部イニシアチブへのコミットメント
　NTTデータグループでは、予防的アプローチの観点から外部団体への参加を通じて、社会課題に対
する情報共有・検討を行っています。（主な団体のみ掲載）
● 一般財団法人 日本データ通信協会（理事）
● 日本電子決済推進機構（会長）
● 一般社団法人 日本経済団体連合会

● 一般社団法人 電気通信協会
● 公益社団法人 経済同友会

●

26経営者からの
メッセージ

http://www.robecosam.com/en/sustainability-insights/about-sustainability/corporate-sustainability-assessment/review.jsp
http://www.robecosam.com/en/sustainability-insights/about-sustainability/corporate-sustainability-assessment/review.jsp
https://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good
https://www.ftse.com/products/indices/blossom-japan
https://www.issgovernance.com/esg/
https://www.morningstar.co.jp/company/product/consul5.html
https://yearbook.robecosam.com/
https://www.idc.com/
https://www.jisa.or.jp/event/awards/tabid/265/Default.aspx
http://www.aspicjapan.org/event/award/11/index.html
http://btoes.com/2018-award-winners
https://assets1.dxc.technology/workplace_and_mobility/downloads/Everest_Group_-_IoT_Services_PEAK_Matrix__Assessment_and_Market_Trends_2017_-_Focus_on_DXC_Technology.pdf
https://assets1.dxc.technology/workplace_and_mobility/downloads/Everest_Group_-_IoT_Services_PEAK_Matrix__Assessment_and_Market_Trends_2017_-_Focus_on_DXC_Technology.pdf


NTTデータグループ　サステナビリティレポート2018

はたらく人にとって、よい「しくみ」を。
女性活躍推進法に基づく「えるぼし」企業の最上位である3段階目に認定

　2018年9月、女性活躍推進法に基づく「えるぼし」企業認定において、女性の活躍推進が
優良な企業として5つの認定項目すべてが評価され、基準適合認定一般事業主の最上位であ
る3段階目の「えるぼし」企業に認定されました。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129028.html

「PRIDE指標2018」においてゴールドを受賞

　2018年10月、LGBTなどの性的マイノリティに関するダイバーシティ・マネジメントの促進
と定着を支援する任意団体 work with Pride が策定した「PRIDE指標2018」という評価
指標において、LGBTなどの性的マイノリティが働きやすい職場づくりなどの取り組みが評価
され、ゴールドを受賞しました。

 http://workwithpride.jp/pride-i/

「時差Biz推進賞」を受賞

　2017年11月2日、東京都が実施した通勤ラッシュ回避のために通勤時間をずらすことで
働き方改革につなげる取り組み「時差Biz」において、総務省・経済産業省・厚生労働省・国
土交通省が実施した「テレワーク・デイ」や、西武鉄道が行った「S-TRAIN快適通勤応援
キャンペーン」でのNTTデータの取り組みが評価され、「時差Biz推進賞（ワークスタイル部
門）」を受賞しました。

 https://jisa-biz.tokyo/award/

第18回テレワーク推進賞「会長賞」を受賞

　2018年2月、一般社団法人日本テレワーク協会が普及促進を目的として実施する第18回テレワーク推進賞
において、「テレワーク・デイ」への参画、システム開発担当におけるトライアル等の利用促進の取り組み、「統合
開発クラウド」を利用したシステム開発における取り組みが認められました。

 http://japan-telework.or.jp/suishin

「Magic Quadrant for CRM and Customer Experience Implementation Services, 
Worldwide」においてリーダー評価を獲得

　2018年1月、米国ITアドバイザリー企業のガートナーが発表したレポート「Magic Quadrant for CRM 
and Customer Experience Implementation Services, Worldwide」において、CRM技術に特化
した高度な専門知識やCXに関する優れた能力をグローバルレベルで保有し、お客様のコスト改善や競争力の
向上をサポートしてきたことが認められ、「リーダー」であると評価されました。
免責： ガートナーは、ガートナー・リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。ま

た、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するように助言するものではありません。ガートナー・リサー
チの発行物は、ガートナー・リサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。ガートナーは、明示または黙
示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の保証を行うものではありません。

 https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-4O35DP2&ct=180109&st=sb

「100選プライム」を受賞

　2018年3月、経済産業省により2017年度から開始された「100選プライム」において、
過去に「ダイバーシティ経営企業100選」に表彰された企業のうち、ベストプラクティスを 
さらに進化させながら、全社的かつ継続的にダイバーシティ経営に取り組んでいる企業として
認められました。

 http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/index.html

「健康経営優良法人2018〜ホワイト500〜」に認定

　2018年2月、経済産業省より、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り
組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している企業として「健康経営優良法人2018」に認定されました。

 http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180220003/20180220003.html

「AW3D®全世界デジタル3D地図提供サービス」がAsia Geospatial Technology Innovation 
Awards 2017を受賞

　2017年8月、Geospatial Technology Innovation Awards 2017において、アジア太平洋地域の
災害対策やインフラ整備など数多くのプロジェクトを通じて、経済・社会へ大きく貢献したサービスとして評価
されました。

 http://awards.geospatialmedia.net/gsa/

「AW3D®全世界デジタル3D地図提供サービス」がJISA Awards 2018にて最高賞WINNERを受賞

　2018年6月、一般社団法人情報サービス産業協会（JISA）主催の、独創性が高く、国際的に通用するシス
テムの創造者を表彰するJISA Awards 2018の最高賞であるWINNERを受賞しました。

 https://www.jisa.or.jp/event/awards/tabid/265/Default.aspx

経済産業省「IT経営注目企業」に認定

　2017年5月、経済産業省が選定する「IT経営注目企業」において、生産技術の革新やオープンイノベー
ションの推進への取り組みが評価され、攻めのIT経営に積極的に取り組んでいる企業として認められました。

 http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170531007/20170531007.html

地球環境にとって、よい「しくみ」を。

「CSRを支える基盤」

27経営者からの
メッセージ
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