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Social
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、持続可能な社会の構築に貢献しています。

　ビジネスがグローバル化し、ITが進化し続ける現在、私たち企業に求められるニーズは多様化
しています。そのニーズに応えるためにも先見性をたえず磨き、世の中の役に立つ新たな仕組み
を創造していくことが重要です。
　NTTデータグループは、安全・安心なサービスをお客様に提供することが重要な課題と捉え、
信頼性の高いシステムや人にやさしいシステムの提供を積極的に進め、社会の発展に寄与してき
ました。こうした取り組みを通じて、私たちは世の中の変化を機敏に捉え新規事業創出や事業領
域の拡大を行いながら、様々な社会の課題解決に貢献しています。

  Approach
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お客様とともに

マネジメントアプローチ
　NTTデータグループは、常に先進的なIT技術を革新し、お客様とともに社会の課題を新たな
アプローチで解決していきます。また、安全・安心なサービスをお客様に提供することが重要な
課題と捉え、組織的かつ体系的な品質マネジメント体制を構築し、高度な開発手法の確立を通じ
て、信頼性の高いシステムの提供を行っています。お客様の多様化するニーズに応えるために、
お客様満足度調査を実施し、いただいたご意見・ご要望をもとに、サービスの改善活動を行うこ
とで、お客様の視点に立ったより良いサービスの提供に努めています。

イノベーションマネジメント
　NTTデータグループでは、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
メントを展開し、社会課題の解決とともに、持続可能な社会の構築に取り組んでいます。お客様と中長
期的な課題を共有し、様々な新規ビジネスの取り組みを促進しています。

 基本的な考え方
　テクノロジーの急速な進展によって、ビジネス環境や生活環境が急激に変化し、新たな市場の創出
や既存ビジネスの刷新がもたらされています。こうした状況に適応し、最適な経営判断を実行していく
ためには、お客様とともにビジネス環境変化を的確に捉え、将来を予見した対応によって、進むべき道
を解き明かすことが重要となります。
　NTTデータでは、将来のビジネス環境や生活環境にインパクトを与える革新技術を「NTT DATA 
Technology Foresight」という形で発信し、お客様のビジネス課題並びに様々な社会課題の解決
に貢献しています。さらに「Digital Focus Areas」という重点技術領域を定め、当社としての重点
投資施策として、デジタル時代におけるお客様のビジネスのさらなる飛躍に貢献しています。

 NTTデータのデジタル戦略

 重点技術領域「Digital Focus Areas」
　NTTデータは、2017年7月、グローバル市場でのブランド向上を横断的に取り扱う組織としてグ
ローバルマーケティング本部を設置しました。グローバル顧客企業のサポートやオファリング・デリバ
リーといったリソースのグローバル化に向けて整備を行い、グローバルレベルでの円滑な地域間連携の
強化に貢献しています。
　また、お客様のデジタル変革を加速するための次の一手を実現するデジタル戦略をお客様と一緒に
進めていきます。そして、そのために必要となるデジタル注力分野を明確に定義し、強化していくこと
が当社の役割だと考えています。
　また、上記のような取り組みを通じてグローバルでお客様のデジタル戦略をともに進めるパートナー
となるべく、お客様との共同プロジェクトやソリューション投資などをともに進め、グローバル顧客企業
へのアプローチ体制の再構築を行っていきます。

「Digital Focus Areas」のコンセプト

NTTデータグループは、安全・安心なサービスをお客様に提供し、お客様のニーズを常に
把握することで、サービスの向上に努めています。 INDUSTRY  

SOLUTIONS

NTTデータは、Digital 
Focus AreaとDigital 

Driversを結び付けることで
お客様のイノベーションを

創出します。

Data &  
Intelligence

Intelligent 
Automation

Customer 
Experience

Internet of 
Things (IoT)

IT  
Optimization

Cybersecurity

DIGITAL  
FOCUS AREASDIGITAL DRIVERS

新規ビジネスモデルの
創出

ビジネスプロセスの 
変革

エコシステムの
再構築

新たな体験の
創造

新しいサービスの
創造

Data & 
Intelligence
データ・インフォメー
ション、および知識・知
見などから測定可能な
ビジネス価値を生み出
すためのテクノロジー
や手法

Intelligent 
Automation
AI、機械学習、および
データサイエンスなどを
使ってビジネスプロセス
を自動化し、その結果と
して、「インテリジェント」
な意思決定を実現する

Customer 
Experience
顧客に対して、企業の
サービス提供における
あらゆるタッチポイント
において、より良い体
験を提供する

Internet of 
Things
インターネットを通じて
あらゆるデバイスがつ
ながり、通信する

IT Optimization
情報システムとデータを
最大限活用し、市場動
向を捉えた迅速な対
応、戦略的なビジネス
ニーズへの対応、コスト
とリスクのバランスを実
現する

Cybersecurity
情報システムとデータ
を、損害、不正利用、
改ざんなどあらゆる攻
撃から防御・保護する
ためのテクノロジーや
手法

Digital Focus Areas　デジタル化を支える6つの技術領域
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 NTT DATA Technology Foresight
　NTTデータでは、お客様の視点に立ち、社会とビジネスの課題に基づき、中長期的にお客様のビジネ
スに大きなインパクトを与えるであろう「情報社会トレンド（近未来の展望）」と、それを裏打ちする「技
術トレンド」の調査検討を行い、毎年「NTT DATA Technology Foresight」として公表しています。
　具体的には、政治・経済・社会・技術の動向を分析し、国内・海外におけるNTTデータグループ、
NTTの研究所、さらに様々な分野の専門家にインタビューを行い、幅広い情報収集・議論を実施して
います。このような取り組みから、社会・ビジネスの領域において特に着目されている重要課題や進
歩・浸透が目覚ましい革新技術を抽出し、さらに収れんすることで、4つの「情報トレンド」と8つの「技
術トレンド」を策定し、発信しています。
　この「NTT DATA Technology Foresight」を用いて、お客様とともに未来像を描き、その未来
を実現するために必要となる技術やサービスを開発することで、新しいビジネスの創出や社会全体の
発展を目指しています。また、開発した技術やサービスの実現性や有効性を確認するため、世界中の
お客様と共同で実証実験に取り組んでいます。

 http://www.nttdata.com/jp/ja/insights/foresight/sp/index.html

 NTT DATA Technology Foresightの策定プロセス

 グローバルオープンイノベーション「豊洲の港から®」
　インターネットをはじめとする様々な技術の普及や低廉化により、イノベーションに対する垣根が低くなっ
ています。そこでNTTデータは、先進的なビジネスモデルや技術を持つベンチャー企業や顧客である大手
企業とともにNTTデータがWin-Win-Winとなるような革新的なビジネスを迅速に創発することを目的と
したオープンイノベーションに取り組んでいます。4,000人を超えるコミュニティを形成し、月1回の定例会
と年2回のオープンイノベーションコンテストを通じて、NTTデータの事業部門とベンチャー企業や大手顧
客企業を交えて次世代の社会インフラになり得る革新的なビジネス創発を行っています。2013年の活動

開始以来、FinTech、エネルギー、デジタルマーケティング、ヘルスケアなど様々な分野において、ベンチャー
企業と協業し、10件以上の事業化を実現しています。
　2016年度からは海外15都市以上でグローバルコンテストを開催しており、各国の多様な課題解決
に取り組むベンチャー企業および世界各国の大手顧客、そして世界各国にあるNTTデータグループの
事業部門がクロスボーダーで連携することで、真のオープンイノベーションによるビジネス創発と世界
中のNTTデータグループ全体の総合力向上に貢献しています。2018年度からは「SDGsスタートアッ
ププログラム」を立ち上げ、国連のSDGsでまとめられた17の課題をオープンイノベーションで解決し
ていくことを目指しています。

 http://oi.nttdata.com/

 コンセプトマップ

〈 ２０１７年の活動 〉
 「豊洲の港から® presents オープンイノベーションビジネスコンテスト」の開催

　2017年度は、第6回、第7回と2回の「豊洲の港から® presents オープンイノベーションビジネスコン
テスト」を開催しました。第6回コンテストは、街づくりにおけるP2Pマーケットプレイスを提案した（株）
クラウドリアルテイが最優秀賞を受賞しました。第7回コンテストは世界15都市で開催し、最優秀賞をス
ペイン・バルセロナから選出されたGestoos（ゲストゥース）社が受賞しました。Gestoos社は、微細な
手の動きや行動を認識・理解し、機器操作やコンテンツ利用を可能にするAIによる革新的なジェスチャー
認識ソリューションを提案しました。各優勝企業とは、専門の協業検討チームを立ち上げ、事業化に向け、
お客様にPOC（実証実験）提案活動等を行っています。また、連携ビジネスの種は優勝企業のみに留ま
らず、その他の十数件の事業化の種がすでに活動を始めています。

NTT DATA 
Technology Foresight

情報社会トレンド

技術トレンド

社会課題
ビジネス課題

革新的技術

国内・海外の
NTTデータグループ有識者

NTTの研究所

社外有識者

公知情報調査

オープンイノベーションによる 
大企業×ベンチャーの 

マッチング

新しいビジネスの創出

お客様企業 
（大企業）

新たな付加価値、 
事業化スピードの要求

先進技術・事例 
（ベンチャー企業）

事業展開、 
アライアンス候補との 

出会いが少ない
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   「豊洲の港から® presents 〜FinTech×金融EDI〜 オープンイノベーションビジネス
コンテスト powered by 全国銀行協会」

　NTTデータは、一般社団法人全国銀行協会（以下、全国銀行協会）とともに、企業の生産性向上や
成長力強化への貢献に向けて、金融EDIを活用した新たなサービスを創発するために実施する「豊洲
の港から® presents ～FinTech×金融EDI～ オープンイノベーションビジネスコンテスト powered 
by 全国銀行協会」の本選を、2017年12月に実施しました。
　本選では、新規性・実現性・普及、成長性・金融EDIとのシナジー等の観点から審査を行い、最優
秀賞に（株）グローバルワイズ、審査員特別賞にトレードシフトジャパン（株）、優秀賞に（株）スマイル
ワークス、（株）マネーフォワードを選出しました。最優秀賞受賞企業への副賞である応募提案案件に
関するフィージビリティ・スタディを共同で開始しています。今後も金融プラットフォームの変革など、
オープンイノベーションによる革新的なソリューションの実現に取り組んでいきます。

 http://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2017/2017121301.html

   「第5回オープンイノベーションビジネスコンテスト」最優秀賞受賞企業Social Coin社と
AIを活用した地域理解ソリューションで協業

　2017年3月に本選が行われた「第5回オープンイノベーションビジネスコンテスト」で最優秀賞を獲
得したスペイン・バルセロナのSocial Coin社とNTTデータは、ソーシャルメディアをはじめとしたデ
ジタル上の市民の声をAIで解析し、市民が潜在的にその地域・コミュニティに対して抱えている意識や
感情を理解するソリューションを共同開発し提供しています。本協業では、Social Coin社のAIを活用
した独自クラスタリング技術、NTTデータが保有する全世界のTwitterデータおよび言語解析技術を掛
け合わせることで、地域の課題となっている事柄やそれにつながるヒントやアイディアの理解を深め、課
題解決を目指します。さらに、両社は「地域課題発見ラボ」を立ち上げ、日本、スペインおよび世界の都
市間の比較を行うことで、SDGsに関連付けた地域課題に関する知見を深め、地方創生等の地域活性
につなげるソリューションを提供しています。

 http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2018/022300.html

   SDGsスタートアッププログラム協業開始
　NTTデータと一般社団法人Japan Innovation Network（以下、JIN）は、SDGsの達成に向け
たSDGsグローバルスタートアッププログラム事業で協業を開始しました。
　複雑で広範な社会課題に対して、個々の企業が従来の事業や取り組みだけで解決策を提供すること
は容易でありません。そこで、NTTデータとJINは、世界中のイノベーターの様々な知恵やソリューション
を組み合わせるオープンイノベーションで課題解決することが重要と考え、世界中のスタートアップ企
業との連携を主軸に据えたプログラム事業を提供しています。

　現在、企業がSDGsを軸に取り組むべきイノベーションの課題の設定、オープンイノベーションによるソ
リューションの創発、具体的な事業化への方向性の策定を支援しています。そして、JINの保有するSDGs
解決手法や世界各国のイノベーション関連機関とのネットワークと、「豊洲の港から®」の「グローバルオー
プンイノベーションコンテスト」で培った世界中のベンチャー企業と各国エコシスムパートナーや、社会イン
フラ等のシステムソリューションを連携させることで、日本発信のSDGsへの貢献を目指しています。

 https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2018/032200.html

 イノベーション成果の共有
　NTTデータグループでは、様々なかたちで先進的な取り組みを共有し、持続可能な社会の構築に 
貢献しています。

〈 「INFORIUM豊洲イノベーションセンター」の運営 〉
　2015年、豊洲センタービル本社内に、NTTデータグループが取り組
む先進的なテクノロジーを体験できる施設「INFORIUM豊洲イノベー
ションセンター」を設置し、運営しています。
　お客様とともに新たなビジネスを生み出していく場として、共創活
動に適したワークショップスペースも設けており、国内・海外のお客様
にご利用いただいています。

 https://www.nttdata.com/jp/ja/inforium/

〈 技術トレンドが見える“イマ旬！” 〉
　イマの旬なキーワードをテーマに、技術的なトレンドの情報を発信しています。

 http://www.nttdata.com/jp/ja/insights/trend_keyword/index.html

〈 IT戦略を考える“Innovation EYE” 〉
　社会に貢献するミッションを担ったイノベーションナビゲーターによるITの先進的な取り組みの紹介
やNTTデータグループの知見を情報発信しています。

 http://www.nttdata.com/jp/ja/insights/innovation_eye/index.html

〈 テクノロジーと未来をつなぐウェブメディアINFORIUM（インフォリウム） 〉
　企業広報誌「INFORIUM」は、社会の優れたForesight （先見性）について、NTTデータグルー
プの先進的な取り組みを交えて紹介する雑誌として、年2回発行しています。
　2016年5月からは、Webサイトも立ち上げ、雑誌との連動を図りながら、ビジネスパーソンに向け
て、テクノロジーで未来を切り拓くヒントとなる情報を発信しています。

 https://inforium.nttdata.com/

INFORIUM豊洲イノベーションセンター
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〈 デジタルビジネスのデザインスタジオ「AQUAIR（アクエア）™」〉
　NTTデータは、2018年6月、デジタルビジネスのデザインスタジオ「AQUAIR™」を開設しました。
　「AQUAIRTM」は、お客様のデジタルビジネスの企画から実証実験・マーケティングまでを、シーム
レスに実現するためのスタジオです。最新の技術・ワークスタイルが体験でき、実証実験のための仮設
店舗も備えています。VRやリアル空間のプロトタイピング、実証実験によるユーザの行動・感覚の分
析、マーケティングへの応用まで幅広く支援します。さらに、海外のNTTデータグループのデザインス
タジオ（10拠点）と人財・ノウハウを共有しており、グローバルの先進事例の活用、グローバルの専門
家への相談も可能です。
　今後、NTTデータは社会課題の解決に資するデジタルビジネスをお客様とともに実現していきます。

 https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2018/052500.html

アクセシビリティ改善への取り組み
　ITが社会に普及する一方で、デジタルデバイド*1が課題となっています。NTTデータグループは、
一人ひとりのユーザに目を向け、それぞれを「イノベーションを生み出すユーザ」と捉え、「ユニバーサ
ルデザイン（UD）*2」の視点を核に人にやさしい情報システムを推進し、お客様に提供するシステム・
サービスのUD対応から、社内教育・啓発まで、幅広い取り組みを行っています。
　また、サービスの「使いやすさ」という定義から一歩踏み込み、「利用者の視点」に立って、より深い

「満足」までアプローチする「ユーザエクスペリエンス（UX）」の視点が重要度を増しています。UXと
は利用者が求めるものをいかに楽しく・心地良く・快適に実現するかを重視した「考え方」を示すもの
で、従来の技術やマーケットを起点としたアプローチ以外に、利用者にフォーカスをあてたアプローチ
でデザインすることが重要になります。NTTデータでは2002年よりシステムの開発プロセスに利用者
視点の設計を適用し、ICT、IoT分野におけるアクセシビリティの課題解決に向けて、人にやさしく、満
足していただけるシステム開発に努めています。

*1： コンピュータやインターネットを使いこなせる者と使いこなせない者の間に生じる、経済的・社会的格差
*2： 年齢、性別、国籍、障がいの有無、個人の経験・能力に関係なく、誰もが使いやすいように配慮するという考え方

UX Practiceワークショップ

UI
（ユーザインターフェース）

UD
（ユニバーサルデザイン）

UX
（ユーザエクスペリエンス）

システムの顔 アクセシビリティ/
ユーザビリティ

サービスを通じて
得られる体験

 UXの定量的な評価手法「カスタマ・フリクション・ファクタ」のトライアル開始
　NTTデータは、2018年4月、NTT DATA Services開発のUXを定量的に把握する評価手法「カ
スタマ・フリクション・ファクタ（Customer Friction Factor、以下、CFF）」の日本における本格適
用を視野に入れたトライアルを開始しました。
　店舗や窓口、Webサイト、スマートフォンアプリ、電話など、ユーザが利用するコミュニケーションチャ
ネルは多岐にわたります。ユーザがサービスを受ける際の動線も多様化し、次に何をするか迷った場合
や同じことを繰り返し要求される場合、サービスを円滑に受けられないことが課題となっています。ま
た、企業が業務で利用するシステムやサービスにおいても、連携がうまく取れずに時間や手間がかかる
といった問題も散見されています。
　このような問題に対処するためにサービス事業者の都合のみならず、UXに着目したサービスの改善
が求められています。一方で、UXを評価する従来の方法では多様なチャネルを前提とした定量的な診
断が難しく、課題の特定や改善策の実施が限定的になりがちでした。
　そこで、CFFでは、UXの定量的な評価手法で、ユーザがサービスを利用する中で受けた不快感を定
められた評価観点に従って専門家が診断・数値化する一方、他のサービスとの比較により相対的に評
価できるため、UX向上の対応方針を検討したり、改善度合いを確認したりすることが可能となります。
　NTTデータでは、様々な案件へのトライアルの適用を通じて、診断の観点や各観点の数値に関する
日本向け評価基準の検証を行い、2019年度に本格的な事業展開を目指しています。

 ユーザエクスペリエンスの促進に向けた取り組み
　2018年4月、NTTデータは、海外グループ会社everisと合同でUXイベント「UX Week」を開催
しました。「UX Week」は、約10年前に発足したeverisのデザインの専門であるDesign 
Experienceが長年の経験を通じて獲得したナレッジをNTTデータと共有し、UXを多くの社員に知っ
てもらうとともに、デザイン人財の育成やグローバルなデザイン・ネットワークの構築を狙いとしたイ
ベントです。「UX Week」は、4日間開催し、計148人の社員が参加しました。
　本イベントでは、UXのビジネスとマネジメントに着目した
セッション「UX Sales & Management」と、UXの実
務に着目したワークショップ「UX Practice」の2種類の
プログラムを実施しました。
　「UX Sales & Management」では、UXの概念や
UXデザインがビジネスに与えるインパクトやUXをどのよ
うにクライアントに訴求し、プロジェクトを組成して管理する
かを 学 ぶことを 狙 いとし、事 例 を 中 心に、Design 
Experienceがどのように案件を獲得し、推進しているか
について共有しました。
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〈 プロジェクトマネジメントの高度化・標準化 〉
　NTTデータは、システム開発の品質向上や効率化を図るため、プロジェクトマネジメントの高度化・
標準化に取り組んでいます。2016年4月からアジャイル開発手法を活用してお客様とともに新たなビ
ジネス・サービスの創出に取り組む組織として「Agileプロフェッショナルセンタ」を設置し、さらにプ
ロジェクト管理を含む生産技術のR&D組織とプロジェクト支援組織を統合して「プロジェクトマネジメン
ト・ソリューションセンタ」として運用しています。

 Agileプロフェッショナルセンタ
　イノベーション創出に対する事業ニーズの拡大に対応するため、お客様とともに新たなビジネス・サー
ビスの創出に取り組む組織として「Agileプロフェッショナルセンタ」を設置しています。また、世界各
国にもアジャイル開発の拠点を設置し、Agile Professional人財の育成、先進的な研究開発、オンデ
マンドなAgile開発体制という3つの機能の強化を進めています。　

 NTTデータQMS（品質マネジメントシステム）  CMMI（能力成熟度モデル統合）

要
求
事
項

お
客
様

満
足

お
客
様規程・細則・実施方法

事業本部等実施要項

プロジェクト作業要領

プロジェクト

改善

改善

改善

Level 1 初期段階

Level 2 「管理された」

Level 3 「定義された」

Level 4 「定量的に管理された」

Level 5 「最適化している」NTTデータ

全社品質マネジメントの
執行責任者

全社品質
マネジメントシステムの

運営責任者

事業本部等
品質マネジメントの

主管責任者

プロジェクト 
計画

場当たり的、混沌
プロジェクトの成否は英雄頼み

プロジェクトの要件が定義され、 
プロセスが

計画・実施・測定・制御されている

組織標準プロセスが確立され、 
改善されている開発プロセス 

（要件定義、設計、試験など）も対象となる

事業目標達成に貢献するプロセスの 
実績が統計的に監視され、 

結果が予測可能となっている

定量的な理解に基づき、プロセス
が継続的に改善されている

指示

展開

展開

実績
把握

報告
分析
評価

展開

製品
（システム

または
サービス）

レビュー

品質
方針

改善
目標

　「UX Practice」では、UXデザインの方法論に関する講演と、UXデザインを実際に体験するワー
クショップを行いました。ワークショップでは、既存のデジタル・プロダクトの問題点や改善点をUXの
観点から指摘するエキスパート・レビューや、ユーザのニーズを掘り下げるペルソナ作成、デジタル・プ
ロダクトの利用シーンを可視化するコンテキスト・マッピング作成などを実施し、段階的な 
プロセスを踏みながら具体的なUXデザイン手法を学ぶ機会を提供して社員間のスキル向上に努め 
ました。

安全・安心なシステムづくり 
　24時間365日安定したシステム・サービスを提供することは、お客様へのサービスの基本であり、
重要な責任です。
　NTTデータグループは、安心して利用できる社会基盤の実現に向けて、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に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
ビスの提供に努めています。

 品質向上への取り組み
〈 ISO9001に基づく管理体系を構築し、継続的に改善活動を推進 〉
　NTTデータは、1998年に品質マネジメントの国際規格ISO9001認証 を全社で取得し、組織的か
つ体系的な品質マネジメント体制を構築し、運用しています。そして、グループレベルでの体制強化に
力を入れており、2007年度からシステム開発・管理手法の全社統一ルールの作成や実行手順の明確
化を進めています。また、2010年3月より統一ルールを反映した実施方法を策定の上、全社に展開
し、品質・生産性の向上に取り組んでいます。さらにNTTデータは、プロセス改善やシステム開発の透
明化にいち早く注目し、CMMI*を取り入れた開発・運用基準の策定などに取り組んでおり、グループ
会社を含めた開発現場における品質管理能力の向上が重要との考えから、CMMIのグループ展開や
品質情報の共有化などを推進しています。
　海外グループ会社に対しては、品質保証の仕組みを展開し、ルーマニアでは日本から支援を行い、
CMMI成熟度レベル2を達成しました。中国のオフショア拠点に対してはCMMIをベースとしたプロセ
ス改善支援を継続し、アジア地域でも定期的な意見交換を行うなど、海外グループ会社としての品質
向上に取り組んでいます。
*  Capability Maturity Model Integrationの略。米国のCMMI Instituteで管理されている「システム開発を行う組織の成熟度」を 

5段階で表現するモデル
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21%

5% 74%

お客様回答数
203社・団体
（461人）

関係性継続かつ
第一候補の
意向なし

関係性継続
もしくは
第一候補である

関係性継続
かつ

第一候補である

 NTTデータの位置付け

 プロジェクトマネジメント・ソリューションセンタ
　革新的なプロジェクトマネジメント手法を研究開発し、現場と密着した実証的な手法で強化、利用し
やすい形で社内に提供するための組織として「プロジェクトマネジメント・ソリューションセンタ」を設
置しています。システム開発の標準手順を全世界で統合した「NTTデータグローバル標準」の整備や、
進捗管理・品質管理などの実施効率を高める次世代のマネジメントツール開発を担っており、ソリュー
ション選定から導入・運用定着までをワンストップで完全サポートし、研究開発成果の利用拡大による
グループ全体のケーパビリティ向上と問題プロジェクトの抑止を実現しています。

 品質管理ポータルサイト
　グループ会社を含めた開発現場で様々な品質情報を共有するため、2010年度より「品質管理ポー
タルサイト」を運営しています。
　品質にかかわる業界標準への対応や社内のルールとノウハウを集約し、全社員に活用してもらえる
よう運営しています。今後も品質保証ノウハウの活用により品質管理の稼動低減に向けた取り組みを
推進していきます。

〈 重大な問題発生時の対応 〉
　NTTデータでは、商用システムに重大な品質問題が発生した場合、役員および社員は、直ちに品質
保証窓口へ報告します。また、品質保証部や対外窓口が、重大性の高い問題について経営会議で対策
を協議する緊急時の連絡体制を整備しています。特に重大なインシデントが発生した場合は、経営層へ
報告するとともに、各インシデントの原因究明や再発防止策を検討し、必要に応じて法令に基づいた所
管官庁への報告やWebサイトなどを通じたお客様への適切な情報開示を行っています。
　2017年度は、グループ会社を含め、重大なシステムの故障・インシデントの発生は0件でした。

 安全・安心な商用システムのセキュリティを確保
　昨今、情報システムのセキュリティの不備（脆弱性）を突いた不正アクセスによる個人情報や機密情
報の漏えい、業務妨害などの被害が多発しています。こうした不正アクセスのほとんどは、対処方法が
知られた「既知の攻撃」を用いたものであり、これら既知の攻撃に対する対策をシステム全体にわたっ
て抜け漏れなく行うことが求められています。
　NTTデータグループでは、最新のセキュリティ技術動向、脆弱性情報をグループ内で迅速に共有す
るとともに、システム構築や運用において、必要なセキュリティレベルを確保するためのプロセスを組み
込み、システムが必要なセキュリティレベルを確保できる仕組みを整備しています。また構築したシステ
ムは、セキュリティ専門家によるセキュリティ診断を定期的に行い、新たに発見される脆弱性に適切に
対応するなど、継続的に安全・安心なシステム・サービスの提供に努めています。

 総合的なセキュリティ管理により安全・安心なシステム環境を提供
　NTTデータグループは、豊富な経験と実績から得たセキュリティノウハウを結集し、お客様のビジネス構
造の変化に合わせたセキュリティガバナンス設計、安定稼動を要求されるような重要なシステムに必要とさ
れる高いセキュリティ技術、IoT環境を安全に構築するための最新のセキュリティメソッドなど、お客様へ最
適な解決策を提案しています。日々高度化する標的型攻撃や内部不正による情報漏えいなど「防御」のセ
キュリティ対策をすり抜ける前提での備えが重要になってきており、被害を局所化するために、攻撃の確実
な「検知」と速やかな「対応・復旧」が求められています。セキュリティコンサルティングによってリスクを

「特定」し、リスクを「抑止」「防御」するために必要なソリューションやサービスを提供、さらには「検知」「対
応・復旧」のために、IoT環境にも対応するサンドボックス*1、SIEM*2、SOC*3、CSIRT*4などの構築サー
ビスや運用監視サービスを提供することにより、お客様のセキュリティ対策支援サービスを強化しています。
*1：保護された仮想領域内でプログラムを動作させることで、マルウェアの検知を行うソリューション
*2： Security Information and Event Managementの略。セキュリティ機器単体では発見困難な不正アクセスの痕跡や兆候を検知・ 

分析・可視化するソリューション
*3：Security Operation Center IDS/IPSの略。ファイアウォール、DBファイアウォール、WAF等を総合的に監視・運用する拠点や体制
*4： Computer Security Incident Response Teamの略。セキュリティ専門家から構成されるインシデント対応を行うための組織。セキュ

リティインシデント、セキュリティ関連技術、脆弱性などの情報を収集・分析し、有効な対策や訓練の実施などの活動を行う

お客様満足度の向上
　お客様の声に耳を傾け、その満足度向上を目指す取り組みは、事業を通じた社会課題の解決への貢
献を考える上で重要です。NTTデータグループは、お客様の成功に向けて、Clients Firstの見地に
立ち、お客様満足度の向上に努めています。

 インタビューとアンケートを実施し改善活動を推進
　NTTデータは、「企業が継続的に成長していくための原点はお客様志向にある」との考えに基づき、お
客様の視点に立ったより良いサービスを提供していくため、自らを点検するための取り組みとして、NTT
データと継続的に取引のあるお客様を対象に、毎年、インタビューとアンケートを実施しています。
　2017年度は、56社・団体のお客様からインタビューによるご意見・ご要望と、203社・団体461
人のお客様からアンケートによるご意見・ご要望をいただきました。このアンケート調査において、当
社との関係性について、今後の関係継続の意向と相談先の第一候補の意向の有無をお答えいただく
質問項目があります。この2つの質問に対する回答結果とし
て、74%のお客様から、「今後も関係を継続したい」かつ「相
談先の第一候補である」との回答をいただくことができまし
た。なおインタビューとアンケート結果を受け、「結果の分析」、

「課題の抽出」、「改善アクションプランの策定」、「アクション
プランの実施」という改善活動に全社を挙げて取り組んでい
ます。
　今後も、お客様満足度のさらなる向上を目指して、継続的
かつ組織的に取り組んでいきます。
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株主・投資家とともに

マネジメントアプローチ
　NTTデータは新規事業等への投資および効率的な事業運営等によるグループの持続的な成
長を通じて、企業価値の中長期的な増大を図るとともに、適正な利益配分を行うことを基本方
針としています。配当については、事業の持続的な発展と株主還元のバランスを総合的に勘案
し、安定的な実施に努めています。
　経営の透明性を高めるために、ディスクロージャーポリシーに基づき、適時適切な情報開示を
心掛けています。また、ディスクロージャー委員会のもと、経営情報に係る開示方針等の策定の
みならず、株主の皆様の意見を経営に反映する仕組みを構築し、直接的な対話の機会を設ける
などIR活動の充実と双方向コミュニケーションの活性化に取り組んでいます。

情報開示の在り方
 方針

　NTTデータでは、ディスクロージャーポリシーに基づき、当社に関する重要な情報について、金融商
品取引法などの諸法令および東京証券取引所の定める有価証券上場規程などに従い、適時、公正か
つ公平な情報開示を行っています。
　また、重要な事実に該当する情報ではなくても、株主・投資家の皆様にとって有用であると判断し
た情報は、可能な範囲で積極的かつ公平な開示に努めています。

建設的な対話の実現
 体制

　NTTデータは、株主・投資家の皆様との建設的な対話を実現するため、IRを統括する取締役を指
定し、IRの専任部署（IR室）を設置しています。IR活動における社内部署の有機的な連携を図るた
め、IR室を事務局とし、代表取締役、財務部長のほか、財務部長の指名による重要な組織長などによ
り構成されるディスクロージャー委員会を定期的に開催しています。当委員会では、経営情報に関わる
開示方針等の策定や開示に関する協議を行っています。2017年度は、ディスクロージャー委員会を
8回開催しました。

 株主の意見を反映する仕組み
　取締役会、代表取締役等が参加する定例会議、ディスクロージャー委員会などにおいて、四半期ご
とに伺う株主・投資家のご意見やご懸念等のフィードバックを適切に実施しています。
　2017年度第4四半期のフィードバックでは、国内事業におけるデジタルビジネスの拡大、EMEA・ 
中南米の業績改善等に関する好意的なご意見をいただく一方で、不採算案件の発生懸念に加え、海外
ビジネスでのさらなるスケールの拡大やデジタルビジネス、コンサルティング力の強化が課題といった
ご提言をいただきました。このような取り組みに加え、株主・投資家の皆様と、当社の取締役、執行役
員が直接対話をする機会を設定し、株主・投資家の皆様のご意見やご懸念の把握に努めています。

株主への利益還元
 業績動向、財務状況等を踏まえ、安定的な配当を実施

　NTTデータは、新規事業などへの投資および効率的な事業運営などによる持続的な成長を通じて、
企業価値の中長期的な増大を図るとともに、適正な利益配分を行うことを基本方針としています。
　配当については、連結ベースにおける業績動向、財務状況を踏まえ、今後の持続的な成長に向けた
事業投資や技術開発、財務体質の維持・強化のための支出および配当とのバランスを総合的に勘案
し、安定的な実施に努めています。なお、配当金額の決定にあたっては、中長期での連結キャッシュ・
フロー配当性向*1の維持を重視しています。

*1：キャッシュ・フロー配当性向：配当総額/（親会社株主に帰属する当期純利益＋減価償却費＋固定資産除却損＋のれん償却費－設備投資）

NTTデータは、適正な利益配分、透明性のある情報開示に努め、株主・投資家の皆様の 
信頼と期待に応え、企業価値の向上に努めています。

 株式の所有者別分布状況（2018年3月31日現在） １株当たり年間配当金額*2の推移
（円）
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*2： 2017年７月１日を効力発生日として1株につき5株の割合で株
式分割を行っています。2016年度以前の数値は、同等の株式
分割が行われたと仮定して計算しています。 
2016年度の数値は、期首に当該株式分割が行われたと仮定し
て計算しています。
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株主・投資家とのコミュニケーション
　NTTデータは、株主・投資家向けIR活動の充実と、双方向コミュニケーションの活性化をIR活動
の重要課題と考えており、機関投資家・個人投資家向け説明会の開催などに注力し、経営戦略や事業
活動への理解をいただけるよう努めています。

 説明会・ミーティングを通じた直接対話
　NTTデータは、四半期ごとの決算説明会や、国内外の投資家の皆様との個別ミーティング・スモール
ミーティングを実施し、経営幹部が業績、事業環境、戦略や見通し、ESGなどについて説明しています。
　2017年度は、投資家やアナリストによる約330件の取材にお応えするとともに、各分野の担当経営
幹部をスピーカーとした分野別事業説明会を開催しました。また、個人投資家向けのコミュニケーション
活動の一環として、集合形式に加えてオンラインでの個人投資家向け説明会を開催しました。今後も株
主・投資家の皆様との双方向コミュニケーションの活性化に努めていきます。

 IRツールによる情報発信強化
　NTTデータは、2016年度より国内外の投資家の皆様を対象に統合報告書としてアニュアルレポー
トを発行し、当社Webサイトに掲載しています。株主の皆様向けには、第28回定時株主総会より招集
通知のカラー化を継続しており、郵送時より前に当社Webサイトや東京証券取引所Webサイト等に公
開するなど、業績や事業内容のわかりやすい情報開示に努めています。
　また、ニュースリリースの更新状況をRSSなどで配信するサービスや決算説明会の動画配信などの
提供を通じて、NTTデータの最新情報を適切なタイミングで発信することで、株主・投資家の皆様か
らご質問・ご意見をいただき、双方向型のIR活動の活性化を図っています。
　今後も、株主・投資家の皆様に適時にわかりやすく業績や事業内容を伝えられるよう、IRツールの
改善を進めていきます。

お取引先とともに

マネジメントアプローチ
　NTTデータグループにおいて、お取引先との相互理解、信頼関係の構築こそ、公正な事業活
動を行う上で必要不可欠であると認識し、「調達方針」「公正取引規程」を策定し、公正な取引の
徹底を図っています。持続可能なサプライチェーンの構築に向けて、「サプライチェーンCSR調
達ガイドライン」を制定し、浸透させるとともに、CSR調達に関するアンケートを実施し、ガイド
ライン項目の遵守状況を把握し今後の改善につなげることで、お取引先とともにサステナビリティ
の取り組みを推進しています。

お取引先との良好な関係づくり
　サプライチェーンを重視した取り組みは社会が企業に求める基本的な責任です。NTTデータグルー
プは、オープンで公平な取引を推進するとともに、お取引先との積極的なコミュニケーションを通じて
品質向上や働く環境づくりなどに努め、お取引先との相互発展を目指しています。

 公正な取引の徹底
　企業の社会的責任の浸透に伴い、公正な取引の徹底に向けた取り組みは、お取引先とも協力して推
進することが期待されています。NTTデータグループでは、グループを横断した調達方針の浸透、「サ
プライチェーンCSR推進ガイドライン」を制定し公開しており、お取引先とともに公正な取引の徹底を
図っています。

 調達方針の浸透
　NTTデータは、購買取引に関する基本的事項を定めた「調達方針」をWebサイト上に公開するとと
もに、購買契約を適正に実施する手続き方法などの社内規程を設けて、公正な取引の徹底および浸透
を図っています。また、お客様やお取引先との取引・契約に関して遵守すべき法令やルール、行動指針
などをまとめた「公正取引規程」を1997年5月に策定し、法改正などに合わせて適宜改定しています。

NTTデータグループは、オープンで公平な取引を推進し、お取引先との相互発展を通じて、
持続可能なサプライチェーンの構築に向けて取り組んでいます。
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 サプライチェーン管理
　NTTデータグループでは、お取引先との相互理解と信頼関係を構築するために、サプライチェーン
の適切な把握・管理を実施し、約1,900社すべての取引に関する支出分析を実施しています。全取引
のうち、ソフトウェア外注、ハードウェア・ソフトウェアの調達は重要取引区分として、重要取引先を選
定しています。
　2018年3月末現在、重要取引先への支出は、全取引先の約39％を占めており、その中でもソフト
ウェア外注については、ビジネスパートナー制度を規定し、取引量、品質、セキュリティ、経営状況など
をもとに、実績なども含め評価を実施し、優れたお取引先については、2年ごとに「ビジネスパートナー
（BP）会社」および「アソシエイトパートナー（AP）会社」に認定しています。
　また、NTTデータは、お取引先企業に対し、品質・財務・契約の観点から客観性を持って評価を実
施しており、お取引先企業の適法性に留意し、公正な取引の徹底を推進しています。また、サプライ
チェーンの透明性を確保し責任ある調達活動を行うため、NTTデータおよびNTTデータグループは、
「NTTグループの紛争鉱物への対応」にのっとり、武装勢力の資金源となる「紛争鉱物」の不使用に向
けた取り組みを推進しています。このようなESGの側面は、一部基本契約条項にも取り込んでいます。
　また、「サプライチェーンCSR調達ガイドライン」を制定し、お取引先に浸透させるとともに、CSR調
達に関するアンケートや取引先評価を実施し、ガイドライン項目の遵守状況やお取引先の取り組みを把
握し、今後の改善につなげるなど、お取引先と協力してCSR活動を推進しています。
　さらに、お取引先に対しては、人権や環境への配慮、製品やサービスの品質・安全性の確保など、社
会の要請に配慮した調達について定めている「サプライチェーンCSR推進ガイドライン」に関するアン
ケート調査等を実施し、2017年度は全お取り引き先の約36%から回答をいただきました。また状況
に応じて、お取引先の管理者や社員との面談も行い、取り組み状況の確認や課題事項の把握、ガイド
ラインの浸透を図っています。

調達方針

1. 広く国内外のサプライヤの皆様に対し、公正に競争機会を提供するとともに、相互理解と信頼関
係の構築に努めます。

2. 品質・価格・納期・安定供給を総合的に判断し、ビジネスニーズに即した競争力ある製品・サー
ビスを、経済合理性に基づき調達します。

3.法令や社会規範を遵守するとともに、社会への貢献のため環境・人権等に配慮した調達を実施します。

 お取引先とのコミュニケーション
　NTTデータでは、毎年ソフトウェア外注における重要取引先と相互理解を深め、ソフトウェア開発の
品質向上を図るとともに、契約上の諸問題を未然に防止することを目的に、相互評価・面談を実施し
ています。また、お取引先企業との良好な関係を築くために、毎年、ビジネスパートナー（BP）会社の
トップが参加する「コアBP社長会」「BP社長会」を開催しています。
　2017年12月に開催したコアBP社長会においては、コアBP各社の代表者が参加し、NTTデータ
の状況、中期経営計画、当社が目指す技術革新について活発な議論が行われました。
　また2018年2月開催のBP社長会では、コアBP5社を含む全40社の代表が参加し、NTTデータ
の経営方針や公共・金融・法人の各分野における目指す成長の方向性およびソフトウェア外注方針、
相互評価結果、コンプライアンスの徹底や情報セキュリティへの取り組み徹底などについて情報共有と
議論が行われました。

 Win-Win関係の構築
　NTTデータでは、お取引先企業との協業関係をESG側面を含めて確固たるものにすることで、価
格の適正性、効率的な業務推進、コンプライアンスの徹底、情報セキュリティなど広範にわたる効果を
実現できるものと考えています。
　BP会社との良好な関係構築においては、BP会社における人的リソースの確保や生産性・品質向
上にも寄与しており、サプライチェーンとしての競争力確保にもつながっています。特に類似した業務
内容に関しては、特定のお取引先企業との良好な関係を構築し、各種手続きの効率化や業務ノウハウ
を共有することで、高い競争力を持った開発力の維持に努めています。
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社員とともに
NTTデータグループは、多様な人財の活躍を推進するとともに、社員が安心して力を発揮
できる労働環境や、成長を実感できる組織風土づくりを通じ、グローバルでの競争力を 
高めています。

マネジメントアプローチ
　NTTデータグループは、多様化する社会ニーズに対応し持続的に成長するために「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。これらを
実現するため、能力に応じた処遇体系や透明性のある人事評価など各種制度の充実のみならず、
社員一人ひとりがいきいきと働き、個々の能力を最大限発揮するために、ワーク・ライフ・バラン
スを推進することで、高い価値を生み出す組織づくりをグループ一体で推進しています。
　また、NTTデータ全社員とグループ会社社員を対象にした「社員満足度調査」を行い、その分
析結果を研修や職場で共有・課題解決案の検討を行うことで、働きがいのある職場づくりや、社
員一人ひとりの持続的成長を促す組織風土の醸成に活かしています。

 社員関連データ
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

単体 国内グループ 単体 国内グループ 単体 国内グループ 単体 国内グループ
従業員数（人） 11,110 21,751 11,213 21,772 11,227 23,314 11,263 25,381

男性 9,117 17,871 9,134 17,267 9,065 18,613 9,017 19,459
女性 1,993 3,880 2,079 4,505 2,162 4,701 2,246 5,922

管理職者数（人） 2,292 3,914 2,370 3,969 2,407 4,178 2,477 4,550

男性管理職者数[割合] 2,180 
[95.1%]

3,719 
[95.0%]

2,250 
[94.9%]

3,770 
[95.0%]

2,272 
[94.4%]

3,937 
[94.2%]

2,331 
[94.1%]

4,272 
[93.9%]

女性管理職者数[割合] 112 
[4.9%]

195 
[5.0%]

120 
[5.1%]

199 
[5.0%]

135 
[5.6%]

241 
[5.8%]

146 
[5.9％]

278 
[6.1％]

※ 各年度3月31日現在 
※ 国内グループ会社の女性管理職数の定義見直しにより2014年～2016年度のデータを更新

 平均年齢等社員数データ（単体）
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

平均年齢（歳） 37.1 37.6 38 38.4
男性 38.1 38.6 39.1 39.5
女性 32.6 33 33.4 33.8

平均勤続年数（年） 13.4 13.9 14.3 14.7
男性 14.2 14.8 15.2 15.7
女性 9.5 9.9 10.4 10.7

離職者数（人） 273 276 335 342

男性離職者数[離職率] 228 
[2.5%]

241
[2.6%]

272
[3.0%]

286
[3.1%]

女性離職者数[離職率] 45 
[2.2%]

35 
[1.7%]

63 
[2.9%]

56 
[2.5%]

新規管理職登用人数（人） 192 180 183 188
男性 180 169 163 167
女性 12 11 20 21

※ 各年度3月31日現在

 年代別従業員数（単体）
全数 男性 女性

30歳未満 （人） 2,144 1,352 792
30-39歳 （人） 4,186 3,228 958
40-49歳 （人） 3,399 3,025 374
50-59歳 （人） 1,532 1,410 122
60歳以上 （人） 2 2 0
総計 （人） 11,263 9,017 2,246

※ 2018年3月31日現在

人財の雇用・登用 
　NTTデータは、グローバル市場への進出や、これまでにない新しいITサービスへの要求が高まって
いる事業環境の中、より多様な視点、多様な能力を集結することが必要という考えのもと、多様性を
尊重した公平・公正な採用・雇用に努めています。
　これからも新卒採用や経験者採用、障がい者雇用、定年退職者の再雇用などを推進し、多様な価値
観を持つ社員がともに働くことで、変化に対応したNTTデータならではの価値を生み出せる企業を目
指します。

 人財の雇用
〈 多様な人財の採用 〉
　採用にあたっては、性別・国籍・年齢・学歴を問わず、一人ひとりの適性・意欲・能力を重視して
います。これまで100校を超える新卒採用実績があるほか、経験者採用についてもWebサイトの活用
など、多様な採用ルートを設けています。
　また、日本のみならず海外へ事業フィールドを拡大している中、NTTデータ本社としても毎年数カ国
の外国籍社員の採用を実施しており、国内外問わず様々なフィールドで活躍しています。
　今後も、NTTデータではグループビジョンである「Trusted Global Innovator」の実現のため 
幅広い採用活動を展開していきます。
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 役職別管理職者数（単体）
全数 男性 女性

部長相当職以上 （人） 555 530 25
課長相当職数 （人） 1,922 1,801 121

※ 2018年度3月31日現在

 ダイバーシティ指標
項目 2017年度

全従業員のうち女性の割合（%） 19.9
初級管理職に占める女性の割合（%） 12.2
経営幹部に占める女性の割合（%） 6.3
全女性管理職に占めるプロフィットセンター部門の女性管理職の割合（スタッフ部門は除く）（%） 91.1

 採用社員数、再雇用制度利用者数（単体）
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

新卒採用者数*1（単体）（人） 379 379 378 385 418
男性 262 255 247 245 266
女性 117 124 131 140 152

中途採用数（人） 20 8 15 26 —
男性 15 7 12 20 ―
女性 5 1 3 6 ―

障がい者雇用数*2（人）
[割合]

２５４ 
 [2.10%]

260 
[2.13%]

280 
[2.27%]

287 
[2.32%]

314 
[2.51％]

再雇用制度の利用者数*1（人）
[利用割合]

130 
[74.14%]

120 
[72.22%]

105 
[78.26%]

102 
[77.42%]

95 
[64.71％]

新規雇用 43 26 18 24 22
継続雇用 87 94 87 78 73

*1：新卒採用者数、再雇用制度の利用者数は、各年度4月1日現在
*2：障がい者雇用数は、各年度6月1日現在（重度障がい者は、1人当たり2人分としてカウント）

 初任給（2017年4月初任給実績）および平均給与
博士了 修士了 学士卒 高専卒

初任給 295,370円 246,820円 220,320円 191,110円

※ 2017年度の平均給与：8,207,330円

 人事マネジメント制度
　NTTデータは、社員の雇用形態にかかわらず、成果・業績・行動を重視した処遇体系を整えていま
す。それぞれが期待される「ビジョンの実践」と「プロフェッショナリティの向上」を発揮し、また、これ
らの実践を通じて「成果・業績」を上げることを社員の行動スタイルとして定着させています。

　契約社員についても業務達成度などを報酬に反映させる仕組みを導入しているほか、長期にわたり
活躍できる人財と判断した場合は、正社員として採用しています。
　勤務評定については、一人ひとりが上司と面談をして個人目標を定めた成果に対する評価、多次元
的な評価など多様な側面から透明性のある評定が実施されるよう努めています。
　さらに、短期的な業績向上に偏ることがないよう、中長期的なインセンティブについても配慮し、社
員持株制度、退職手当、確定拠出年金制度など長期的なモチベーションにつながるインセンティブを導
入しています。

人財の育成
 社員の能力開発を支援

　NTTデータの教育・育成の原点は、社員が自発的に目標を持って「学び成長したい」と考えること
です。人財育成の基本方針としては、教育の場としては実務教育（OJT）を要に、それを補完するもの
として集合研修（OFF-JT）を充実させることとしています。
　各職場では、育成責任と育成指導の役割分担を明確に定め、社員が自身の年間学習計画を設定す
る制度を設けることで、職場・社員双方へ組織的に働きかけ、学習意欲を高めています。
　また、目まぐるしく変化する事業環境に対応するため、高度な専門性と変化への対応力を有するプ
ロフェッショナル人財の育成やグローバル市場で活躍できる人財の育成に注力しています。

 教育・育成の考え方

 各種研修体制の整備
　NTTデータでは、専門性を高める「テクニカル系研修」と、ビジネスパーソンとしての能力向上を図
る「ビジネス系研修」、グローバル対応力を鍛える「グローバル系研修」を設けており、社員の役職や
業務に応じて必要な研修を適切なタイミングで受講できる環境を整えています。また、すべての社員が
業務から離れて一定量の知識やスキルを習得できる体制を整備しています。

実務教育（OJT） 集合研修（OFF-JT）
経験・体験による技能の習熟 共通的・体系的な知識・技能の付与

育成の補完
職場指導（実務） 育成の補完（研修）

「企業文化・企業風土」を吸収して育つ

自ら学ぶ意欲

自己研さん（自己啓発）

有機的結合
相互フィードバック

仕事のノウハウ 能力開発の 
トリガー

生きた知識
知識・技術の 
リフレッシュ
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　「新入社員研修」では、自律した人財に成長していくために必要なマインド・能力の基盤を形成する
ためのプログラムを実施しています。

 研修体系

 2017年度の研修ごとの参加者数および費用
参加者数等 一人当たり年間学習時間 一人当たり研修費用

新入社員研修 
（CDPベーシック必修研修含む） 参加者数：約400人 560時間（75日） 420万円

プロフェッショナルCDP認定 認定者数 ： 約1,200人
累計認定者数 ： 約9,200人

60時間（8日） 50万円
プロフェッショナルCDP対応研修 のべ日数：約30,000人日

階層別研修 
（対象年次・役職等にて受講） のべ日数：約50,000人日

グローバル対応力研修 約800人
<参考>のべ日数：約5,000人日

 プロフェッショナルCDPによる人財育成の仕組み
　日々、ビジネス環境が変化し、お客様のITニーズも多様化する中、柔軟かつ適切に対応できる人財
づくりが重要です。NTTデータでは、社員が高度な専門性と変化対応力を有するプロフェッショナル
な人財となることを目的に「プロフェッショナルCDP（Career Development Program）」を導入
しています。「プロフェッショナルCDP」は、国内グループ会社への展開も図っており、社員の現在の
到達レベルの認定や能力開発の方法をわかりやすく提示し、入社から退職までの社員一人ひとりの自
律的な成長を支援しています。
　NTTデータグループでは、新規ソリューションの創出や事業領域の拡大の重要性が高まる中、引き
続き、変化に柔軟なプロフェッショナル人財の育成を推進しています。

 グローバル人財の育成方針と状況
　NTTデータでは、海外のグループ会社と連携し、グローバルな舞台で活躍できる人財の育成プログ
ラムを展開しています。
　具体的には、2009年度に開始した国内外の経営幹部層対象の「Global Leadership Program」、
2012年度開始の海外のグループ会社メンバーとのネットワーク構築や異文化コミュニケーションの習
得を目的とした「Global Workshop-LIT」、そして2013年度から始まったアジア地域のビジネスリー
ダー育成を目的とした「Regional Leadership Program-JAC」を実施しています。
　また、国内と海外グループ会社間での人事交流も推進し、NTTデータグループならではの多様な文化
の形成に寄与する仕組みづくりを行っています。

ダイバーシティ&インクルージョンの推進
〈 基本方針 〉
　NTTデータグループでは、グループビジョンである「Trusted Global Innovator」の3本柱
のひとつとして、“働く一人ひとりの多様性を尊重することにより創造力を高めていくこと”を掲
げ、「ダイバーシティ＆インクルージョン」を推進しています。この「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。

〈 推進体制 〉
　2008年より人事統括役員をトップとしたダイバーシティ推進室を設立し、「ダイバーシティ＆インク
ルージョン」を推進しています。2012年度からは、特に「女性活躍推進」、「働き方変革による総労働
時間の適正化」に注力し、社員一人ひとりが活躍できる職場環境の実現を目指しています。
　世界各国のリーダーが集結する「NTT DATA Global Conference」において女性活躍をテーマ
としたセッションを定期的に開催し、また、2017年5月に日本で開催された「世界女性サミット
（Global Summit of Women）」に、NTT DATA Germany のManaging Director & CFO
の来日に合わせてNTTデータグループ各国の女性リーダーによるワークショップを実施するなど、国
内外のグループ全体で「ダイバーシティ＆インクルージョン」を推進しています。

• 

Global Leadership Program Regional Leadership Program-JAC

新入社員

新入社員研修

若年層

CDPベーシック必修研修
専門スキルの土台形成

ミドル層　管理職

プロフェッショナル
CDP対応研修

高度な専門スキルの形成

階層別研修
• 役割認識
• マネジメント力の向上
• ヒューマンスキルの向上
• パフォーマンスの向上

グローバル対応力研修

テクニカル系研修

ビジネス系研修

グローバル系研修
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〈 女性活躍推進に関する取り組み 〉
　ダイバーシティに関する取り組みにおいて特に「女性活躍推進」の強化を図っており、女性社員の採
用比率や女性管理職者数の目標達成に向けてキャリア形成支援研修や管理職に対するダイバーシティ
マネジメント研修など、様々な取り組みを実施しています。

女性活躍推進の主な取り組み

• 社内ホームページにおける経営幹部のメッセージ発信
• 経営幹部がダイバーシティに関する自身の考えを語るフォーラム開催
• 管理職を対象としたダイバーシティマネジメント研修
• 女性社員の育成計画の作成、モニタリングの実施
• 女性リーダー候補層を対象とした社外研修
• 育児休職中・休暇中および休暇前社員を対象としたキャリア形成支援セミナー
• 育児・介護休職等から復職した社員を対象としたキャリア形成支援のための三者面談
• 女性管理職の自主活動「NTTデータWomen’s Initiative」
• 「女性活躍推進サイト」での多様な女性管理職のプロファイルやキャリアの紹介

〈 LGBT等性的マイノリティに関する取り組み 〉
　NTTデータでは、多様な人財が活躍できる環境整備の観点から、LGBT等性的マイノリティに関す
る取り組みを推進しています。経営幹部からのメッセージ発信のほか、理解促進のための職場学習会 
の開催、相談窓口の設置、人事・総務・採用従事者を対象とした基礎知識研修、LGBTの支援者 

「アライ」に関する当社行動指針の表明などの取り組みを進めています。2018年度からは配偶者およ
びその家族にかかわる制度全般について、同性パートナー等にも適用を拡大するなど取り組みを進め
ています。

〈 障がい者雇用の促進 〉
　NTTデータは、障がいのある社員が能力を存分に発揮できるよう、2008年7月に設立した特例子
会社「NTTデータだいち」を通じて、障がいのある方の様々な就労機会の創出に努めています。
　NTTデータだいちでは、設立当初から手掛けてきた業務に加え、2012年度からはデータ入力業務、
2015年度からは社内における資料配達や申請書の審査・承認、2016年度からコンビニエンススト
アのバックヤード業務などを新たに実施しています。また、それぞれの業務の拡大により、障がい者の
職業能力開発校と連携した採用活動を継続的に行っています。

〈 ガバナンスの改革 〉
　取締役会の多様化を図るため、外国人取締役、社外取締役、社外監査役を選任しており、さら
に、新たに取締役会の事務局長に女性執行役員を配置し、国際性およびジェンダーの面における
多様性を推進しています。また、経営会議など経営の意思決定の場においても女性の組織長、外
国籍役員が加わり、多様性が進んでいます。
　また、取締役会構成員に対して取締役会の実効性に関するアンケート調査を行い、自己評価・
分析を実施しているほか、社外の有識者から経営についてご意見やご提案をいただくことを目的
とした「アドバイザリーボード」を設置しています。

〈 外部評価 〉
　様々な取り組みの結果、えるぼし認定3つ星、くるみん、テレワーク先駆者百選など様々な外部
認定・評価を受けており、2018年3月には経済産業省より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トップオブトップ企業として評価され、「100選プライム」を受賞しました。
また、任意団体ｗork with Pride主催の性的マイノリティに関する取り組みの評価指標である
「PRIDE指標2018」においても2年連続で、ゴールドを受賞しました。

 多様な人財の活躍
　NTTデータでは、性別・国籍・年齢・障がいの有無・雇用形態・文化や慣習・ライフスタイル・価
値観・性的指向・性自認などを問わず、多様な人財がその能力を最大限に発揮し、活躍し続ける環境
づくりに積極的に取り組んでいます。

〈 女性活躍推進における目標 〉
　NTTデータでは女性活躍推進法の施行に伴い、女性の活躍に必要な環境の整備を目的とした行動
計画を策定しました。これまでの取り組みを振り返るとともに改めて計画を策定することで、全社一丸
となって継続的かつ確実に、目標達成に向けて取り組んでいます。

 女性活躍推進における目標（単体）

計画期間 2016年4月1日～2021年3月31日

当社の課題
1. 採用における男女差、男女の継続勤務の状況に大きな課題は見られないものの、女子学生の応募増加、

理系女子学生の応募母集団形成は今後も必要
2.総労働時間の適正化
3.経営層、管理職層、管理職候補の母集団となる課長代理層における女性の割合がそれぞれ低い

定量的目標

目標1 　女性採用比率30%超を2020年度末まで継続して目指す
  直近約10年間は30％超を維持
目標2 　2018年度末までに総労働時間社員一人当たり平均1,890時間/年を目指す
  2013年から特に取り組みを進めており、2017年度平均1,901時間/年まで削減
目標3 　2020年度末までに女性管理職数200人以上を目指す
   前年度から11人増加し、2018年3月31日現在146人 

（在籍管理職のうち目標4の社員は除く）
目標4 　2020年度末までに女性経営幹部数（役員、組織長等）10人以上を目指す
  2018年7月1日現在9人
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〈 キャリア継続支援 〉
　NTTデータは、社員が安心して出産・育児・介護と仕事を両立しキャリア継続できるよう、休職制
度・短時間勤務の充実や社員の理解促進、利用しやすい環境整備を進めています。

キャリア継続支援のそのほかの主な取り組み

•  育児・介護休職者に会社情報を参照できる環境を提供
•  育児・介護休職制度などを紹介し両立を支援するコミュニケーションハンドブックを提供
• 仕事と介護の両立支援セミナー

〈 育児・介護制度の充実 〉
　育児支援については、様々な施策を実施し、次世代育成支援対策推進法に基づき厚生労働省が認
定する次世代認定マーク「くるみん」を2008年に取得しました。その後も継続して認定を受けており、
近年では2017年12月に取得しました。
　また、介護支援として、2011年から特定非営利活動法人海を越える
ケアの手が提供する「遠距離介護支援サービス」に加入し、社員の介護へ
の直接支援を行っています。2012年からは50歳時ライフプラン研修、
2016年からは35歳時ライフプラン研修、および介護セミナーにおいて
も本取り組みを紹介し、社員への幅広い情報提供と意識啓発を継続的に
実施しています。

〈 企業内託児所「エッグガーデン」 〉
　NTTデータは、社員有志による発案をきっかけに、2011年12月、社員対象の企業内託児所「エッ
グガーデン」を豊洲センタービルアネックス1階に開設しました。社員が安心して出産・休職し、計画通
り早期に復職できる環境を整えることで、社員のキャリア継続を支えており、「エッグガーデン」を利用
している社員は、当社の育児休職平均取得期間よりも早期に復職しています。
　2017年度は月極保育利用者がのべ16人、一時保育登録者が累計で93人となりました。 今後も

「エッグガーデン」の利用促進に取り組んでいきます。

 各種制度一覧（単体）
主な育児制度　 主な介護制度

●  育児休職
　 子どもが満3歳まで取得可能
　 復職時の申請期限は1カ月前

● 介護休職
　 最長1年6カ月まで取得可能

●  育児のための短時間勤務
　 子どもが小学校3年生の年度末まで取得可能
　 短時間勤務の申請期限は2週間前

● 介護のための短時間勤務
　 介護休職とは別に最長3年取得可能

 NTTデータだいちの活動内容
ITサービス事業 オフィス事業

●  NTTデータおよびグループ会社の社内/社外向けWebサイトのメンテナン
ス、リニューアル

● 障がい者向けのWeb制作のベーシックスキル研修

● 代表電話受付対応
● 社内の電話回線管理
● 社内文書の長期保管管理
● 機密文書回収とシュレッド
● 社員ICカード作成
● オフィス清掃、植栽メンテナンス
● 印刷（名刺、研修テキストなど）
● データ入力業務
● 社内の書類配達
● 申請書の審査・承認
● コンビニエンスストアのバックヤード業務

〈 定年退職者の再雇用の促進 〉
　NTTデータグループは、定年退職後の再雇用を希望する社員に対し、最長65歳まで働き続けられ
る「キャリアスタッフ制度」を導入しています。定型的な業務をベースにしつつ、フルタイム勤務のほか、
ショートタイム勤務や週4日・週3日勤務など、希望に応じて多様な働き方が選択可能な時給制の勤務
体系となっています。
　また、社員が安心して育児・介護と仕事を両立できるよう、育児・介護相談窓口を設置し、制度相
談、日常生活に伴う様々な疑問・悩みに関する情報提供・助言を行っています。介護支援としては、
社員ニーズに合わせた介護セミナーを年4回開催し、35歳時および50歳時のライフプラン研修でも仕
事と介護について取り上げるなど、両立に向けた組織風土の醸成に取り組んでいるほか、特定非営利
活動法人海を越えるケアの手が提供する「遠距離介護支援サービス」に加入し、社員の介護への直接
支援も行っています。

〈 ライフプラン研修の実施 〉
　NTTデータでは社員の生涯設計をトータルに支援するため、それぞれの年齢階層に合った研修を実
施し、動機づけを行っています。今後も引き続き、自らの職業人生を含めた生涯設計を行えるよう、研
修の実施などを行っていきます。

 年齢階層ごとの研修内容と2017年度の実績
年齢階層 研修内容 2017年度実績

入社2年次
● 社会保険制度と税金について
● 財形制度と金融知識について
● 人生の転換期（結婚・出産・持家取得）について

4回実施、256人参加

35歳
● メタボリックシンドロームとセルフケアについて
● 公的年金制度と企業年金制度について
● 保険・住宅費の見直しと貯蓄・資産運用について

4回実施、153人参加

50歳
● 公的年金制度と企業年金制度について
● 保険・住宅費の見直しと貯蓄・資産運用について
● 介護・相続について

8回実施、454人参加

退職時
● 退職金・企業年金・公的年金の制度説明
● 退職後の働き方（社内制度）の説明
● マネープランについて

4回実施、121人参加
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　2018年度は、全社目標として掲げている社員一人当たりの総労働時間平均1,890時間に対して、
各組織で設定した削減目標に対する達成状況を四半期ごとに経営層へ報告を行い、継続的に取り組
み内容の改善を行うPDCAサイクルを実行することで、目標達成を目指しています。

 育児・介護制度利用者数（単体）
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

育児休職（人） 129 17 149 12 160 20 172 19

育児のための短時間勤務（人） 208 2 240 2 278 7 310 5

介護休職（人） 1 4 3 3 4 4 5 6

介護のための短時間勤務（人） 0 0 1 0 0 1 0 1

 育児・介護休職からの復職率・定着率（単体）
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

復職率 定着率 復職率 定着率 復職率 定着率 復職率 定着率

育児休職 98.4% 98.3% 98.4% 96.8% 98.2% 98.8% 97.3% ー

介護休職 40.0% 100.0% 60.0% 66.7% 100.0% 100.0% 88.9% ー

  働き方変革
　ＮＴＴデータは、2005年にグループビジョンとして「Global IT Innovator」を掲げ、お客様へIT
を通じて変革をもたらす企業になることを目指し、ワークスタイルイノベーションに取り組んできました。
また、2018年度からのグループビジョン「Trusted Global Innovator」でも引き続きお客様も含
めた働き方について「変革」をキーワードとして取り組んでいます。
　働き方変革は、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つつ、社員
一人ひとりが、自己実現を図るための時間をつくり、有効に使うことで成長につなげ、継続的に活躍し
続けることで、強い競争力を維持することを目的に取り組んでいます。
　一方NTTデータとしては、健康経営を実践し、制度や労働環境の整備、開発生産性向上や顧客・取
引先との協力による長時間労働を是正し、「労働市場に『選ばれる』企業」を目指しています。
　今後も社員と会社が相互に良い影響を与え合い、継続して成長していきます。

〈 総労働時間の削減 〉
  IT業界の課題である長時間労働に対する 
取り組みを推進

　IT業界では、長時間労働が継続的な課題となっ
ています。NTTデータでは、適正な労働時間管理
のもと、総労働時間の削減を推進しています。
　これまで、パソコンのログオン・ログオフ時刻の
記録やスマートフォンでの始終業時刻の打刻による
労働時間管理と、各組織で総労働時間の削減目標
を設定し、達成に向けた施策の検討・実施を推進し
てきました。

 有給休暇の取得の推奨
　NTTデータでは、社員のワーク・ライフ・バランスの推進に向け、リフレ休暇*1、アニバーサリー休
暇*2など有給休暇を積極活用するよう推進しています。
　このような取り組みの結果、2017年度は有給休暇取得実績は平均17.7日/人となりました。今後
も引き続き、様々な施策と連携して有給休暇の取得推奨に努めていきます。
*1：業務の節目を捉えて、休日と合わせて連続4日以上を取得できる休暇
*2：自分であらかじめ記念日を決め、計画的に年次休暇を取得

 平均有給休暇取得日数・取得率（単体）
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

平均有給休暇取得日数（日/人） 17.4 17.0 18.2 17.7
平均有給休暇取得率（％） 86.8 85.0 91.0 89.0

 場所に捉われない働き方へ
　NTTデータでは、働き方変革を実現する具体的な施策のひとつとして、2008年2月から「テレワー
ク（在宅勤務）」を就業制度として運用しています。
　2018年4月には、働く空間・時間のフレキシビリティを高めることを目指してテレワーク制度を見
直し、実施日数上限の撤廃や、自宅以外の場所での実施を可能とすることなどを実施しており、約8割
のＮＴＴデータ社員が活用しています。
　また、柔軟な働き方の推進を目的に、場所に捉われない働き方のほか、勤務時間の観点から1993
年4月からフレックスタイム制度、2010年12月から裁量労働制を導入しており、両制度の利用者数は
全社員の半数を超えています。
　また、開発環境のクラウド化やテレビ会議等のインフラ環境の整備なども実施しており、今後も多様
な人財が活躍できるよう働き方変革を推進していきます。

 テレワーク制度利用者数・割合（単体）
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

テレワーク（モバイルワーク含む）
導入者数（人） 7,214 7,408 7,673 8,807

テレワーク（モバイルワーク含む）
導入者割合（％） 64.9 66.1 68.3 78.2

 社員一人当たりの年間総労働時間の推移（単体）
（時間）
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　東京都と公官庁は、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催時の混雑緩和等に向けて、開会
式にあたる7月23日から27日を「テレワーク・デイズ」と定め、企業・団体・官公庁に向け、大会を
契機とした働き方改革の国民運動を展開しています。 
　NTTデータは、2018年のテレワーク・デイズにおいて“100人以上の大規模テレワークを実施し効
果測定に協力する団体”である「特別協力団体」として5日間で延べ42,600人の社員がこの取り組み
に参加しました。大会当日混雑が予想される豊洲地区に本社を構える企業として、テレワークの実施（約
14,700人）や裁量労働やフレックスタイム制などの時差通勤の推奨（約19,900人）、年次有給休暇・
夏季休暇等の休暇取得の推奨（約8,000人）などを行いました。また、テレワーク・デイズと連動して
通勤ラッシュの緩和に向けて実施した「時差Biz」にも参加しました。 　
　NTTデータでは引き続き、働き方変革に関連する施策を推進し、企業の働き方改革を支援するIT
サービスを広く展開していくことで、日本における働き方改革の推進に貢献していきます。

特別協力団体として「テレワーク・デイズ」に参加

• 新任部長、新任課長を対象に「働き方変革」をテーマとした研修を継続実施
•  全社シンクライアント化、裁量労働制、テレワーク制、フレックスタイム制など、各組織の特性に応じて

柔軟な働き方ができる環境整備
• 有給休暇の取得促進（リフレ休暇制度、アニバーサリー休暇制度）
• 休息時間の確保に向けて制度運用を柔軟化
• テレワーク制度の適用対象者・勤務場所等の拡大
• 働き方変革の好事例を社内ホームページで紹介

働き方変革推進の主な取り組み

社員の健康維持・増進
　NTTデータでは、健康推進室の産業医と保健師が中心となって、各職場と協力しながら社員の健康
増進やメンタルヘルスケアに取り組んでいます。
　IT業界特有の課題として、長時間労働が挙げられます。そのため健康推進室では、2011年度より月
間時間外労働45時間超の社員を対象に「疲労蓄積度チェック」を行い、疲労の蓄積が確認された場合
は、産業医または保健師による面接を実施しています。また、健康診断実施後には全社員を対象にWeb
健康問診を実施し、身体・メンタルの自覚症状や職場生活の状況などを確認しています。これらの取り
組みによって、早期の不調者の発見と社員自身によるセルフケアへの意識づけにつなげています。

 メンタルヘルスマネジメント検定試験の実施
　NTTデータは、2009年度から毎年、ラインケア活動の素地をつくる目的で、NTTデータの全管理

 職場環境改善活動の流れ

職場に結果を 
フィードバック

Web上でストレス
調査に回答

改善策実施後、調査を実施し、
改善策実施前後の変化を確認

調査結果を職場の
メンバーで共有し、

改善策を検討

職場ディスカッ
ションの方法を

詳しく説明

第1ステップ
ストレスチェックの実施

職場状況の
確認

職場状況
確認結果を
職場に説明

第２ステップ
職場環境改善プログラムの実施

ファシリテータ 
説明会

職場ディスカッ
ションの実施

改善策の実施 
（各職場）

評価
（職場状況の再確認）

評価結果の
フィードバック

職を対象としたメンタルヘルスマネジメント検定試験を実施しています。
　2017年度は、NTTデータの新任課長層を中心に125人が合格しました。今後も、ラインケア観点の
教育を実施し、管理職への意識づけを図っていきます。

 各組織に「安全衛生委員会」を設置して安全な職場環境を整備
　NTTデータは、各組織に「安全衛生委員会」を設置し、社員が安全・快適に働くことができる環境
の整備と社員の安全意識の向上を図っています。
　ITサービス業で働く人は、業務の特性上、重い負担感を感じる傾向があります。「安全衛生委員会」
では、長時間労働者の状況を共有するとともに、健康推進室が実施する「疲労蓄積度チェック」「産業
医・保健師による面接」による情報を共有し、職場環境改善活動を継続して実施しています。
　また、毎年１回全社員を対象にストレスチェックを実施し、職場単位での集団分析を実施しており、結
果は職場単位でフィードバックするとともに、職場環境改善活動に活用しています。

 労働災害防止のための取り組み
　労働災害防止については、職場安全パトロールを年2回実施しているほか、厚生労働省や中央労働
災害防止協会が実施する「全国安全週間」「全国労働衛生週間」「年末年始無災害運動」などについて
社内周知の徹底を図っています。今後も「安全衛生委員会」が中心となり業務災害ゼロを目指して、
社員への注意喚起を努めていきます。

 業務災害件数
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

業務災害件数 5件 6件 4件 2件
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労使関係
 労使による対話をもとに就労環境を整備

　NTTデータには労働組合が組織されており、労働条件にかかわる案件などについて、その都度会社
と労使協議を実施しています。労使間の対話を重視し、十分な話し合いの上、様々な課題に対処して
いくことを基本姿勢としています。なお、管理職は経営を担う立場のため労働組合に加入する権利が
なく、管理職を除く従業員の組合加入率は、ほぼ100%となっています。

社員満足度の追求
 社員満足度調査を継続的に実施 

　NTTデータグループでは、職場環境および会社の仕組みの改善を行い、働きやすい会社づくりに向
けた課題の把握に努めています。その一環として、NTTデータ本社の全社員と国内グループ会社社員
を対象にした意識調査を定期的に実施し、職場環境の改善などにつなげています。2017年度のNTT
データ本社全体の社員満足度結果は、5点満点中3.68点で、満足領域を維持しました。また、エンゲー
ジメントが高い社員の割合は、66%を維持しました。
　一方、海外グループ会社社員を対象としたエンゲージメントサーベイ「One Voice」も実施して 
います。エンゲージメントが高い社員の割合は80％を超えており、海外グループ会社各社は、本調査
結果に基づき職場環境の充実に取り組んでいます。
　NTTデータグループは、今後も様々な取り組みを通じて、働きがいのある職場づくりに努めていき
ます。

 NTTデータキッズラボの実施
　社員満足度向上を目的のひとつとした取り組みとして、技術革新統括本部では毎年春休みと夏休み
の時期の年2回、NTTデータ社員の子どもたち（小中学生）を対象に「NTTデータキッズラボ」を豊洲
本社で開催しています。2017年度は合計32人の子どもたちが、「プログラミング」と「グローバル」
をテーマとしたイベントに参加しました。プログラミングではゲームをつくったり、外国籍の社員等とと
もにオリジナルのガイドブックを作成したりしました。アンケート結果では、本プラグラムを通じて8割の
子どもたちが保護者の仕事に対する意識の変化があり、保護者自身の満足度も9割近くとなりました。
今後も本プログラムを継続的に実施し、IT人財の育成とともに、社員満足度の向上に努めます。

プログラミングワークショップ グローバルワークショップ

満点は5.0。社員満足度の点数は、5点満点のうち【要改善（3.0未満）】【要注意（3.0～3.29）】【普通（3.3～3.59）】 
【満足（3.6以上）】の4段階。エンゲージメントが高い社員の割合は、5点満点のうち、5（とてもそう思う）と4（ややそう思う）
と回答した社員の割合。

 社員満足度（NTTデータ、国内グループ会社）
（点） 社員割合（%）

 社員満足度　
 全社員に対する回答社員の割合
 エンゲージメントが高い社員の割合
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NTTデータグループは、健全な社会の形成・発展に貢献するため、社会課題の解決に資す
るITシステムの開発や、社員の参加を重視した社会貢献活動に取り組んでいます。

マネジメントアプローチ
　NTTデータグループは、グローバルな社会課題に対して、ITを通じたソリューションを開発・
提供することで、社会全体の発展に寄与しています。社員一人ひとりが主体的な社会貢献活動
を促進するため、社会貢献推進室のもと社会貢献活動方針にのっとり、実効的な取り組みを 
推進しています。また、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」などの
国際的なイニシアチブやガイドラインを参照しながら実効的な社会貢献活動に取り組むことで、 
企業市民としての責任を果たしていきます。

社会・地域とともに

社会や地域への貢献
 社会貢献活動の推進

　NTTデータは、1992年4月に社会貢献活動を企画・推進する専任組織「社会貢献推進室」を設置
して以来、教育・福祉・地域社会・国際貢献など「人」を中心とした分野、「自然環境」分野、「文化
芸術」分野などの幅広い領域で活動に取り組むとともに、社員一人ひとりのボランティア意識の醸成
や活動の促進支援、事業を活かした活動、グループに広がりのある活動の推進など、様々な活動を展
開しています。

 社会貢献活動支出額 （百万円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

社会貢献活動支出額 326.42 271.07 299.36 320.15

うち寄付金総額 
（マッチング・ギフト資金支援等を含む） 85.73 93.10 138.40 37.27

うちその他社会貢献を目的とした 
各種事業への支出額 240.69 177.97 160.96 282.88

 社会貢献活動方針
　NTTデータグループでは、企業理念に基づき、5つの活動方針を設定し、企業市民として自らの 
社会的責任を自覚したグローバルな社会貢献活動を継続して実施しています。

• IT人財の育成 • 気候変動問題への対応
• グローバルな貢献活動 • 被災地復興支援
• フェアな社会の実現　

社会との関わり

 http://www.nttdata.com/jp/ja/corporate/csr/social_contribution/index.html

 IT人財の育成
　国連が提唱する持続可能な社会づくりに向けた教育（ESD：Education for Sustainable 
Development）の視点が世界規模で注目されています。このような中、子どもたちへの啓発・若い
世代に対する教育への貢献が、企業に期待されています。また、ITを利用することにより、社会、企業
内など様々な教育現場で大きな変革が起きています。
　NTTデータグループは、将来を見据え、社会基盤としてICTが広く公平、適切に利用されるよう、
様々な角度から教育への支援を行うことも「Trusted Global Innovator」としての重要な役割であ
ると考えています。

 次世代を担う子どもたちを対象に「こどもIT体験」を開催
　こどもIT体験は、ITを楽しく理解できる小学生向けイベントとして、2004年にITの使い方を習得
する体験イベントからはじまり、IT環境の変化に合わせて、2014年以降は、初心者でも楽しめるプロ
グラミング体験教室に内容を変更し、毎年、春と夏の年2回、定期的に開催しています。
　2017年は、3月と8月に計5回、NTTデータ駒場研修センターにて開催し、計約430人の子どもたち
が参加しました。2018年は7月29日に同センター場で開催し、計73人の子どもたちが参加しました。
　プログラミングは、未来へのアイディアを実現させる手段であり、楽しい学びの機会として子どもた
ち自らが未来を創造していくきっかけとなるよう、今後も引き続き機会提供に努めていきます。

 中高生の職場体験学習
　NTTデータでは、毎年、中学生・高校生などを中心に職場体験学習を実施し、ビッグデータ活用に
よる近未来の姿や先端技術のデモ見学などを体験する場を提供しています。2017年度は、中学生・
高校生を中心にのべ377人の方々が参加し、日常の疑問点・問題点をITを用いて解決するためのディ
スカッションなどを行いました。
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　今後も中学生・高校生が社会で働くという具体的なイメージを持てるよう、また、日頃何気なく使って
いるITの仕組みに対して理解を深めてもらう一助として、体験学習を継続的に実施していきます。
　また、2018年2月には初の試みとして、「ITで学校教育に変革を」をテーマとして、「NTTデータ×
ProgressTime高校生アイデアソン」を実施しました。全国から30人を超える高校生が参加してディス
カッションを行い、ITを活用した学校教育を変革するアイディアを発表しました。教育分野で新規ビジネス
に携わる担当が審査を行い、優秀なアイディアは事業化に向け継続検討となりました 。

 地方創生アイデアソン
　NTTデータは、2018年1月と2月に、北海道大樹町、宮崎県小林市との共催で「地方創生アイデア
ソン」を実施しました。
　当日はITで北海道大樹町、宮崎県小林市と会場のBesta Fintech Labをつなぎ、各回30人を超
える大学生が参加して自治体の担当者に向けてITを活用した地方を盛り上げるアイディアの発表を行
いました。農業×IT、宇宙×ITの授業・実習を地域の方を巻き込んで行う学校の設置を唱え、大樹町
を日本のシリコンバレーにしようというメッセージを発信した「テクノロジー学校の設置」や、小林市の
民宿で農業体験を行い、帰宅後に植えた野菜などの成長経過を画像や動画でチェックするアプリ

「GROW」などが、審査員の各町の職員から高い評価を受けました。
　本プログラムは、地方と学生、NTTデータの関係性を深め、IT人財の育成に貢献する取り組みとなり
ました。

 産学連携による人財育成推進
　NTTデータでは、各種教育機関などと協力し、次世代IT人財育成の取り組みを推進しています。そ
のひとつとして産学連携による様々な協働プロジェクトに取り組んでおり、アジアの大学における技術
開発および実用化、並びに人財育成を目的としています。2012年5月から慶應義塾大学SFC研究
所が運用するアジア14カ国28先端大学とのインターネット教育・研究基盤であるSOI（School on 
Internet）アジアプロジェクトにおいて、オープンクラウドコンセプトに基づくビッグデータマネジメント
に関する研究を推進しています。
　これらを通じ、成長著しいアジア地域におけるトップ大学群を起点とした「共同研究」「政府・現地
企業との連携」「人財交流」の強化を目指しています。

 SOI アジアパートナー ー覧
国名 組織名

インドネシア ブラビジャヤ大学、サムラトランギ大学、ハサヌディン大学、バンドン工科大学、シアクアラ大学
ラオス ラオス国立大学
ミャンマー ヤンゴンコンピュータ大学、マンダレーコンピュータ大学　

タイ王国 チュラロンコン大学、アジア工科大学、プリンス・オブ・ソンクラ大学、チュラチョームクラオ・ロイヤル・ミリタリー・ 
アカデミー

マレーシア マレーシア科学大学、アジア医療科学技術大学　
ベトナム ベトナム情報技術研究所、ハノイ工科大学、ベトナム国家大学
フィリピン フィリピン政府科学・技術省付属高等理工研究所、サン・カルロス大学
モンゴル モンゴル科学技術大学　
ネパール トリブヴァン大学
カンボジア カンボジア工科大学、カンボジア健康科学大学
バングラデシュ バングラデシュ工科大学
シンガポール テマセク・ポリテクニック
東ティモール 東ティモール国立大学
日本 東京海洋大学、北陸先端科学技術大学院大学、奈良先端科学技術大学院大学、慶應義塾大学

その他国際機関等
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Southeast Asian 
Ministers of Education Organization/University Network, Thailand/Canal ASEAN Virtual 
Institute of Science and Technology/Collaboration for Network-eNabled Education, Culture, 
Technology and sciences/Nepal Research and Education Network

 ミドルマネジメント層の人財育成支援
　NTTデータは、企業のミドルマネジメント層を対象にしたCIO・イノベーションリーダー育成プログラ
ムである「イノベーション経営カレッジ（IMCJ）*」を支援しています。経営資源としての情報とITを戦
略的に活用し、企業を変革する「イノベーションリーダー」を輩出することを目的としています。
　2017年度の人財育成プログラムは23人が参加し、これまでに合計229人のユーザ企業のIT幹部
育成に携わりました。また、プログラム参加者有志で攻めのIT投資の推進上の課題を議論し、解決に
向けたアクションプランを策定しました。2016年度より取り組んでいる企業内で社員の創造性を引き
出すための「しくみ」の研究は、実践に向けたガイドラインを整備しました。これらの取り組みを通じて、
ITの活用による企業の製品・サービス開発強化やビジネスモデル変革を通じた新たな価値の創出、お
よび競争力の強化を目指した取り組みの活性化に努めています。
*  2009年4月に一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）が設立したミドルマネジメント層を対象にしたプログラム。 

NTTデータは、IMCJの研究活動や人材育成プログラム企画など、各種支援を行っている

政治政策への対応
　国内では政治献金に関して「グローバル・コンプラインス・ポリシー」「サプライチェーンCSR調達
ガイドライン」に基づき対応するとともに、政治資金規正法の遵守を徹底しています。2017年度の国
内の政治献金額は、350万円でした。

グループディスカッション グループ別発表
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EMEA・中南米
貢献活動支出額

4,009万円

貢献活動参加人数

1,012人

中国・APAC・日本
貢献活動支出額

3億2,015万円

貢献活動参加人数

9,380人

北米
貢献活動支出額

1億2,610万円

貢献活動参加人数

7,165人

貢献活動参加人数

17,557人

貢献支出額

4億8,634万円

連結子会社数

303社

連結カバレッジ

53カ国・地域

海外グループ会社の貢献活動
　NTTデータグループはグローバルな企業グループとして、世界各地においてより良い社会の実現に
貢献するため、多彩な活動を続けています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 海外グループ会社の貢献活動一覧

地域 会社名 
（本社所在地） 活動事例

北米 NTT DATA Services
(米国）

●  グローバルボランティアウィークの実施（食料寄付、孤児院の支援、衣
料寄付、フードドライブの実施）

●  地域コミュニティ活性化に関する活動（学校建設に対する支援、教育
へのアクセスの支援）

● 被災地支援活動（南インド洪水の被災地支援）
● 次世代育成の支援活動（学生を対象としたインターンシップの開催）

EMEA・ 
中南米

NTT DATA UK
（英国）

●  地域コミュニティ活性化に関する活動（就業支援活動ボランティアへ
の参加）

● 次世代人材の育成（女子学生への就業支援、学生への支援）
●  新たなビジネス機会の創造支援活動（オープンイノベーション大会の

開催）

NTT DATA Deutschland GmbH
（ドイツ）

● 地域コミュニティ活性化に関する活動（クリスマスチャリティ活動）
● 新たなビジネス機会の創造支援活動（オープンイノベーション活動）
● 次世代育成の支援活動（学生の教育支援）
● 事業を通じた持続可能な都市交通への貢献（マップアプリの開発）

NTT DATA Romania
（ルーマニア）

●  子どもたちへの支援活動（孤児院の子どもたちにクリスマスプレゼン
トと食事を提供）

● ルーマニアの教育システム向上活動（IT教育の普及）
●  地域コミュニティ活性化に関する活動（障害のある子どもたちに対す

るスポーツ促進、透析治療を受けている子どもたちへの支援、孤児
院の子どもたちを対象としたホリデーキャンプの開催)

●  次世代育成の支援活動（優秀な学生の表彰、ファッションイベントの
支援、ITプロフェッショナル発掘のための調査、教育プロジェクトの
支援）

● 医療支援活動（大気汚染の測定）

everis
（スペイン）

●  地域コミュニティ活性化に関する活動（ドナルドマクドナルドハウスの
チャリティへの参加）

itelligence
（ドイツ）

● 社員への育児・介護支援の実施（託児所の設置）
● 地域コミュニティ活性化に関する活動（チャリティーマラソンの実施）
● 社内スポーツイベントの開催

中国・ 
APAC

NTT DATA China
（中国）

● 障がい者採用推進活動 
● 事業を通じた持続可能な都市交通への貢献（渋滞緩和への貢献）

NTT DATA Vietnam
（ベトナム）

● 次世代育成の支援（グローバルITエンジニア育成プログラムへの協力）
●  APACボランティアウィークプロジェクトの実施（教育支援、寄付、 

障がい者・高齢者へのサポート）
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インドの村に根づく貧困問題
　NTT DATA Servicesでは、毎年グローバル
ボランティアウィークを定め、個人やチームで地
域支援活動を行っています。2017年は、10月
4日から10日間、7,000人以上の社員が、 
約200件のボランティアを行いました。コインバ
トールチームでは、インドのAttukal村を支援し
ました。
　Attukal村は、インド南部の大都市であるコ
インバトールから約50km離れた、約60世帯か
らなる村です。村民は、かつては森の奥で生活し
ていましたが、野生のゾウやブタによる被害が頻
発したことにより、現在は政府の支援で移住をし
て暮らしています。Attukal村は、国連が発表す
る、経済・社会の成長の達成度を測るための「人
間開発指数」が低く、健康や環境、雇用に関する
課題が深刻な地域です。

持続的な生活の質向上を目指した支援の実施
　コインバトールチームは、物品を支援するだけ
ではなく、村民の就労支援を目的に、ボランティ
ア期間以降も継続的に活動を行っています。ボ
ランティアを開始するにあたり、チームでは

Attukal村の中で特に課題となっている健康、
環境、飢餓、教育、雇用をテーマに、200人ずつ
5つのチームに分かれ、村民たちとの協働を始め
ました。村民の免疫力向上のため、栄養価の高
い食物に対する学習の提供、安全な水の確保、
ソーラーパネルの提供による電気とデジタル環境
の整備、女性への就業訓練などを実施し、村の
開発と生活の質の向上を支援しました。

活動の成果と今後の取り組み
　2017年は女性たちが自身で稼ぐ力を支援す
るため、10台のミシンを寄付し、講師も派遣しま
した。また、永続的に教育の機会が得られるよ
う、約9km離れた学校への通学の手段として自
転車を30台提供したり、植樹や住人が集うコ
ミュニティーホールを建設しました。NTT DATA 
Servicesでは、今後もこの取り組みを継続し、
特に健康分野に関して新たな支援策を設けなが
ら、村民の生活の向上に寄与していきます。

グローバルボランティアウィーク活動

NTT DATA Services （米国/インド）

苗植えによる農業支援を手伝う子どもたち

左：ミシンの寄付 
右：Attukal村の住人とボランティアスタッフ

開発途上国における深刻な障がい者問題
　世界保健機関（WHO）によると、世界の障が
い者の数は10億人を超え、世界人口の約15%
を占めると想定されています。インドなどの開発
途上国では、交通、ビル、インターネットなどの
インフラへのアクセス環境が整備されていないこ
とから、障がい者の多くは自らの力で学校や職場
へ通えず、社会の支援からも取り残されていると
いう課 題があります。そこで、NTT DATA 
Servicesの社員を中心に2015年、ITによる
交通機関や施設へのアクセシビリティを改善し、
教育、就業における障がい者の自立を支援する
ための非営利団体を立ち上げ、誰もが障がい者
支援のボランティアに参加できるモバイルアプリ
VOSAPを開発しました。

SNSを通じて､障がい者の安全な生活を支援
できるアプリVOSAP
　VOSAPは障がい者の生活に関する問題点や
解決策、有益な情報をボランティア登録者から集
め、発信することにより社会の認識を変えること
を目的としたアプリです。ボランティア登録者は、
オンライン上でコミュニティに参加し、共通の課題

解決に向けてネットワークを構築しながら、チーム
として活動することができます。
　VOSAPの特徴は、ボランティア登録者が銀
行、ATM、レストラン、病院などの施設をアプリ
のカメラで撮影し、障がい者が利用しやすい施設
かどうかをランク付けして投稿し、マップ化でき
ることです。障がい者はマップを見て利用のしや
すさを判断することができ、行動範囲を広げるこ
とが可能になります。

活動の成果と今後の取り組み
　VOSAPは2018年に一般公開され、現在、米
国、インド、英国において4,000人以上がボラン
ティア参加者として登録しています。2018年以降
は、さらなるボランティアへの参加を促すため、政
府・メディアへの働きかけや、企業や大学との連携
でISR（Individual Social Responsibility）の
考え方を啓発していきます。また、インドのみなら
ずインフラの整備
が未開発な地域を
支援できるよう、
国ごとのモデルを
開発していきます。

障がい者の生活を支援する 
モバイルアプリVOSAPの開発

NTT DATA Services （米国/インド）

アプリ開発のメンバー

左：VOSAPのアイコン
右：VOSAPを活用して設置されたスロープ

52経営者からの
メッセージ

https://us.nttdata.com/en
https://in.nttdata.com/en
https://us.nttdata.com/en
https://in.nttdata.com/en


NTTデータグループ　サステナビリティレポート2018

NTT DATA UK（英国）

チャリティーイベント参加メンバー

非営利団体とのパートナーシップ構築
　社会課題の解決に向けて活動する非営利団体
では、活動に対する理解の促進や、寄付・支援
者を増やすためのマーケティング・広報が欠かせ
ない状況にもかかわらず、企業に比べて広報活
動の予算が限られていることから、十分な情報発
信を行いにくいという課題があります。そこで、
NTT DATA UKでは2017年、社員の経験とス
キルを用いて、非営利団体の活動を最大限に支
援することを目的に、アフリカの子どもへ教育支
援を行うレッスンズ・フォー・ライフ基金とのパー
トナーシップを開始しました。

IT技術を用いた運営支援
　2017年3月、NTT DATA UKの支援チーム
は、自転車でパリへ向かうチャリティ・サイクルイ
ベントと、パリマラソンへの参加により、寄付金約
2,000英ポンドを集めました。
　2017年下半期には、IT技術による課題解決
のため、セールスフォースの実装の評価、情報分
析と最適化、コンテンツ管理システムの選択への
アドバイスなど、デジタルの供給状況の改善や、
デジタル戦略の構築を支援しました。

活動の成果と今後の取り組み
　レッスンズ・フォー・ライフ支援の活動は、デジ
タル企業としての強みを活かせるだけでなく、普
段の業務でかかわることのないチームのコンサル
タントや、領域が異なるクライアントを担当する社
員がひとつのチームとして集結することで、チー
ムとしての体制強化と、NTT DATA UKへの所
属意識を高めることにもつながりました。今後も
社員のノウハウを活かしながら、非営利団体の活
動をサポートしていきます。

チャリティランニング参加メンバー

社員のスキル・ノウハウを活用した
非営利団体の広報・マーケティング活動支援

NTT DATA Germany/everis （ドイツ/スペイン）

環境負荷を考慮した移動手段の導入促進
　近年、世界中でシェアリングエコノミーが普及
する中、NTTデータグループでは、カーシェア
リングサービスの開発により移動の効率化や
CO2排出量削減に貢献しています。2017年、
NTT DATA Germanyでは、ITによる交通
の利便性向上に向けたソリューションとして、
カーシェアリングアプリiCSを開発し、一般公開
しました。また、スペインでは首都マドリードの
交通状況が悪く、中心街において交通規制があ
り、通勤にも影響が出る事態となる中、everis
のITモバイル部門では、社員がスムーズに通勤
できるように、カーシェアリングアプリUnite-e
を開発、提供しました。

予約やマッチングなどのアプリを開発
　NTT DATA Germanyが開発したiCSは、利
用者が車両の予約、会計処理をアプリ上で一貫し
て行うことができるアプリです。乗車場所、利用
シーンや人数、自動車の種類の選択肢を設けるこ
とで、様々なニーズの利用者に対応しています。
また、地方自治体や企業で使用されていない車
両をカーシェアリング向けの車両として利用でき

る機能を追加し、より多くの人々の利用を可能と
し、環境保全への貢献にもつながっています。
　everisが開発した社内向けアプリUnit-eで
は、車の所有者と目的地が合致する社員をマッ
チングさせることで、交通費やCO2排出量を削
減することができます。アプリ提供開始後、2カ
月で1,250ダウンロードを記録し、2018年現
在175のルートで使用されています。

活動の成果と今後の取り組み
　NTT DATA Germanyでは、今後CO2排
出量削減に向けて、電気自動車を用いたカー
シェアリングを普及させることで、街のスマート
シティ化に貢献していきます。everisでは
2018年、アプリの利用範囲を広げ、マドリード
だけではなく事務所があるスペイン国内16地域
すべてのオフィスでの運営を開始しました。今
後も社員へのメールやコーポレートブログでの
アプリの宣伝、説明会の実施を通じて利用を促
進するとともに、コンテンツの改善などにより環
境問題の解決に貢献していきます。

カーシェアリングアプリUnite-eの画面

カーシェアリング用アプリの開発による
環境保全への貢献
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