
NTT データでは、今後 3 年から 10 年の間に社会やビジネスに大きなインパクトをも
たらす先進技術や社会動向を調査し、将来変化を予見した「NTT DATA Technology 
Foresight」を毎年発表しています。今回の CSR 重要課題の策定に際しては、2019 年版の

「NTT DATA Technology Foresight」をインプットとし、お客様満足度調査や社員満足度
調査、株主様・ESG 機関投資家および NPO 有識者との個別ヒアリングなどを通じて、社会
にとっての重要な課題と当社への期待を加味して 12 の CSR 重要課題を策定いたしました。

今回の重要課題の策定に際しては、特に「事業を通じた社会貢献」を意識しています。NTT デー
タの企業活動そのものが社会貢献となるケースもありますが、当社を取り巻く環境においては

当社の事業を通じてお客様の社会貢献を支えることがより重要であると位置付け、12 の CSR
重要課題のすべてについて事業を通じた社会貢献も意識することとしました。

NTT データの属する IT サービス業界においては、人財の確保は事業継続の上での最重
要課題です。そのため専門性の高い人財を外部から獲得するための施策も重要ですが、グ
ループ内の人財をお客様や社会が求めるスキルレベルに育成していくことは極めて重要だと
考えています。また、グループ内の人財育成により培ったノウハウを活用し、NTT データユ
ニバシティの事業等を通じ、お客様の人財育成にも貢献していきます。

世界に目を向けると貧しい地域が多数存在します。IT の知識を身につけることは、貧困や
厳しい差別から抜け出す手段として極めて有効です。NTT データグループは、これらの地
域での IT 教育に尽力することにより優秀な IT 人財の確保を目指すとともに、当該地域での
所得水準の向上に貢献します。

オフィス業務の効率化・自動化を通じて働き方改革や生産性向上に寄与する RPA ツール
「WinActor®/WinDirector®」を自社内で導入し、働き方変革の推進に取り組んでいます。
なお同ツールは販売代理店様経由を含め、すでに NTT データにて 15,000 本以上のライセ
ンスをお客様に提供しており、お客様の働き方変革の推進に貢献をしています。

また当社では、従来よりテレワークの推進に力を入れてきました。2020 年に開催される東京
オリンピックの予行演習と位置付けられた 2019 年のテレワークデイズでは、本社社員 11,000
人の 77％がテレワークを利用しています。これらの知見を活かし、お客様の働き方変革サポー
トにも貢献していきます。

イノベーションの推進のためには、D&I が重要であることは疑いありません。当社は女性のエ
ンパワーメント原則の趣旨に賛同・署名しグローバルで継続的にダイバーシティ推進に尽力して
います。2018 年には「継続的にダイバーシティに取り組んできた企業」を表彰する100 選プ

事業戦略担当役員メッセージ

12のCSR重要課題の策定

IT人財の確保・育成と IT 教育の推進

代表取締役副社長執行役員　柳 圭一郎

ESG経営を進め、お客様やステークホルダーの皆様とともに
価値を共創して未来の社会を創ります

働き方変革とダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）の推進

CEOメッセージ 企業情報 NTTデータグループの
サステナビリティ 

事業を通じた社会貢献
への取り組み Social Environment Governance GRIスタンダード

対照表 12NTTデータグループの
サステナビリティ

NTTデータグループ　サステナビリティレポート2019



ライムに選定されています。これからの時代は、女性や様々な国籍の人財を活用することはもち
ろん、社員個々の事情による様々な働き方を受容することが重要であり、仕組みの導入を図る
とともに、その展開を通じてお客様や社会の変革をサポートします。

当社のデータセンタやオフィスビルのエネルギー効率化等を通じ、温室効果ガスの排出の
抑制に努めるだけでなく、例えば当社子会社の everis グループの i-deals 社が取り組んで
いる「EUが支援する二酸化炭素を再生可能エネルギーへ変換するMefCO2 プロジェクト」は、
当社の強みであるプロジェクト管理や最先端テクノロジーを活かした支援等を行うことで環境
問題への貢献をしています。

また、NTT データでは情報のサーバ集約・会議の電子化により、紙資料の削減や人・モ
ノの移動を大きく削減することができました。このように IT 活用により、人・モノ、カネの
移動を少なくすることは気候変動要素の増加抑止に極めて効果が高いと考えられ、引き続き
事業を通じた取り組みを強化します。

社会のすみずみまで IT が浸透するにつれて情報セキュリティリスクも増加し、的確な対応
が不可欠となっていますが、情報の安全性確保のみを重視すると情報の積極的な活用・共有
が阻害され、有益な情報やノウハウを企業の力として活用することに支障が生じます。そこで、
社会の動きや技術・ビジネストレンド、さらには最新のセキュリティ情勢を踏まえた技術開発
などに継続的に取り組み、その成果をお客様並びに当社システムに活かしながら「情報の安
全性確保」と「情報の積極的活用・共有」の両立を目指します。

NTT データは社会基盤を支える情報システムやサービスを数多く提供しており、災害時に
当社システムやサービスが中断することは、社会や人々の生活に甚大な影響を及ぼします。
そのため、当社の重要システムや受託する社会インフラにかかわるシステムについては、「災
害時 Business Continuity Plan（BCP）」を整備し継続的な改善に努めるとともに、そのノ
ウハウをお客様へ提供する IT システムの構築や運用等へ活用します。

コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営の透明性と健全性の確保、
適正化かつ迅速な意思決定と事業遂行の実現、コンプライアンスの徹底を基本方針としてこ

気候変動問題への対応

れらの充実に取り組んでいます。法令や企業倫理を遵守する企業風土を醸成し、社内体制や
仕組みの整備を推進するなど、コンプライアンスの徹底に努めることで、グローバルな社会
の期待に応える ESG 経営の基盤づくりを続けていきます。

なお、法令や企業倫理は NTT データグループ内のみで厳格に遵守されていても、当社
のビジネス推進によって取引先企業等の法令違反等の反 CSR 行為が増長されるようなこと
があっては社会の要請に応えたことにはなりません。適切な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」を浸透させるとともに、オープンで公平な取引を推進し、
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ます。

最近は IT の技術革新スピードが速く、お客様においても先進技術を活用したイノベーショ
ンを企画する難易度が高まっていると思われます。そこで、NTT データとしては得意な業態・
領域についてグローバルで知見を集め、NTT データのデジタル技術を駆使したソリューショ
ンを開発します。これにより、お客様の IT 活用をスピードアップし、お客様による SDGs を
はじめとした社会課題の解決に貢献します（P7 戦略 1 参照）。

NTT データは社会基盤を支える情報システムやサービスを数多く提供しており、システム
ダウンやサービスが中断することは、お客様はもちろん社会や人々の生活に甚大な影響を及
ぼします。新しい技術や社会的要請に基づくお客様の課題解決に向けてチャレンジすること
も大切ですが、それ以上に稼動中のシステムを安定運用させることは極めて重要な当社の責
務だと認識しています。

NTT データグループの Group Vision「Trusted Global Innovator」のもと、ESG 経
営を進めるためには、お客様をはじめ、株主・機関投資家等や社員、お取引先、地域社会など、
ステークホルダーの皆様からの期待に応えて信頼を獲得することが重要です。

NTT データは今後もステークホルダーからの信頼と期待に事業と企業活動を通じて貢献
し、ESG 経営の深化に向けて着実に実行してまいります。

情報セキュリティの徹底とデータプライバシーの保護

災害リスクへの対応

コンプライアンスの徹底と責任あるサプライチェーンの推進

先進技術等を活用した社会インフラ、業態別ソリューション等の提供

IT インフラの構築と安定運用

Trusted Global Innovator
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NTTデータグループのサステナビリティ

近年、SDGs（持続可能な開発目標）に代表されるように、社会・環境課題へのグロー
バルな対応が企業に求められており、ESG（環境・社会・ガバナンス）の軸で、企業の社会
との関わりを評価する動きが高まってきています。

当社の企業理念「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」にもあるとおり、当社においては事業そのものがお客様や社会
の抱える課題をITの力で解決するものです。技術が飛躍的に発展し、デジタルトランスフォー
メーションの流れが加速している中、私たちへの期待はますます高まってきていると感じて
います。

こうした考えのもと、新中期経営計画（2019 ～2021 年度）では「NTT データの ESG
経営」として、ESG の考え方を明確にし、経営戦略に織り込みました。当社は「変わらぬ
信念」のもと、「お客様とともに未来の社会を創る」を基本的な考え方として、お客様や社
会が持続的に発展していくためのソリューションを提供するとともに、人財育成や働き方改
革、多様性の尊重等に配慮した企業活動を行うことによって、社会課題の解決に貢献する
とともに、企業価値を持続的に向上させていきます。

CSR 推進体制

ESG 経営

NTT データグループでは、代表取締役副社長執行役員および執行役員のもと、CSR 活
動全般に関するマネジメントを行っています。情報の取りまとめ、社内啓発、社外とのエンゲー
ジメントなど関連業務については総務部が担い、事業を通じた社会課題の解決に貢献する
ための取り組みは、各職場単位で CSR 活動を実施しています。

CSR マネジメント

ステークホルダーとの対話とそれに基づく改善（エンゲージメント）の機会は、ビジネス
の様々な場に存在します。私たちは、日常業務における対話を重視し、ステークホルダーの
皆様とともに歩む姿勢をグループに浸透させるとともに、幅広い社会からの期待について検
討し、社会課題の解決に向けて取り組んでいます。

ステークホルダー・エンゲージメント

主なステークホルダー

NTT データの
ESG 経営

お客様

Long-Term
 Relationships に
基づく価値創造

企業価値の持続的な向上

事業と企業活動
を通じた社会貢献

お客様

社員 政治
行政

お取引先

株主
投資家

NTTデータ
グループ

社会 
NPO
NGO

「お客様とともに未来の社会を創る」

NTTデータ
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アドバイザリーボードを設置し、意見や提言を事業活動に反映

NTTデータグループでは、2012 年 7 月より企業経営者・学識専門家等で構成される「ア
ドバイザリーボード」を設置しています。

過去三期6年にわたり、延べ17名の社外有識者の方々から当社が抱える経営課題の解決や、
グローバルビジネスの拡大に向けた取り組みについて、専門的な視点から助言を受け、事業
運営に活かしてきました。2019 年 2 月には「第四期アドバイザリーボード」を設置しました。

今後も、経営課題や社会課題に関しての議論において、頂いたご意見やご提案をもとに
事業活動に反映していきます。

回 第三期 第四期

設置期間 2017 年 10 月～ 2018 年 9 月 2019 年 2 月～

開催頻度 年 2 回

メンバー
（敬称略／五十音順）

・新井 紀子 
国立情報学研究所 教授 / 社会共有知研究センター長

・安藤 佳則
（株）安藤佳則事務所 代表取締役

・池 史彦
元本田技研工業（株） 代表取締役会長

・海堀 周造 
横河電機（株） 取締役　取締役会議長

・山口 廣秀
日興リサーチセンター（株） 理事長

・伊東 信一郎
ANA ホールディングス（株） 取締役会長 

・岩下 直行
京都大学公共政策大学院 教授 

・遠藤 功
（株）ローランド · ベルガー 日本法人会長

・三品 和広
神戸大学大学院経営学研究科 教授 

・村木 厚子
津田塾大学 客員教授

論点 • グローバル戦略
• Digital ビジネスへの取り組み
• 社会変化を捉えた当社の競争優位性の獲得

に向けた取り組み

・前中期経営計画における課題
・新中期経営計画の浸透・発信
・ESG 経営の推進（働き方変革等）

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2019/022803

ステークホルダー・エンゲージメントの概要

ステークホルダー 関連する CSR 重要課題 主なアプローチ

お客様 ● NTT データグループの提供
するサービス等をご利用にな
る法人等、すべてのお客様

●  先進技術等を活用した社会インフラ、
業態別ソリューション等の提供

● ITインフラの構築と安定運用
● 情報セキュリティの徹底
● データプライバシーの保護

● 日常の営業・提案活動
● お客様満足度調査
（アンケート、インタビュー）

株主・投資家 ● NTT データグループの株主
の皆様をはじめとした、個
人・機関投資家の皆様

●  先進技術等を活用した社会インフラ、
業態別ソリューション等の提供

● IT人財の確保・育成

● 定時株主総会
● アニュアルレポート
● IR サイト
● 決算説明会
● 株主通信

政治行政 ● IT サービス事業をはじめ雇
用・経済・環境などの政策
を司る国および地方自治体

●  先進技術等を活用した社会インフラ、
業態別ソリューション等の提供

● ITインフラの構築と安定運用
● 情報セキュリティの徹底
● データプライバシーの保護
● コンプライアンスの徹底
● 働き方変革の推進
● ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

● 各種届出・報告
● 官公庁の審議会・委員会・

研究会など
● 業界団体の各種委員会・検

討会

社会 
NPO 
NGO

● NTT データグループ各社と
本業を通じてかかわりがあ
る地域社会、非営利団体等
の皆様

● 働き方変革の推進
● ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
● IT 教育の推進
● 気候変動問題への対応
● データプライバシーの保護

● 地域イベントへの参加
● 社会貢献活動における協

働・協賛
● Web サイトからの意見交換
● アドバイザリーボード

お取引先 ● NTT データグループのサー
ビス等提供にあたり、様々
な協力をいただいているビ
ジネスパートナーの皆様

● 責任あるサプライチェーンの推進 ● 日常の取引活動
● ビジネスパートナー（BP）社

長会
● 意見交換会
● 技術説明会

社員 ● NTT データグループで働
く社員とその家族等の皆様

● IT人財の確保・育成
● 働き方変革の推進
● ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

● 社員満足度調査
● 経営幹部キャラバン
● 提案 Patio
（ボトムアップの提案窓口）

● 相談窓口
● 各種カウンセリング

* 役職についてはメンバー決定のプレスリリース時点の情報になります。
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NTTデータグループにとっての重要性

2019 年度から始まる中期経営計画の中で ESG 経営を行うことを踏まえ、非財務情報開示のガイドラインである「GRI ガイドライン」を参照し、新たな CSR 重要課題を特定しました。

Step1：60 課題

社内外にインパクトを与える課題の設定

【社会（ステークホルダー）の重要性情報】
● お客様満足度調査（約 520 社）
● 社員満足度調査
● 株主・投資家からのヒアリング
● 調査・格付機関の評価結果などの整理・分析、NPO・NGO 有識者からのヒアリング
● 政治行政（SDGs、Society5.0）
● 主要なサプライヤへの書面調査　等

【NTT データグループの重要性基準】
● Our Way（企業理念 /Group Vision/Global Compliance Policy 等）
● 中期経営計画
● 倫理ガイド / セキュリティポリシー / サプライチェーン CSR 推進ガイドライン
● NTT グループ人権憲章 /CSR 憲章　等

【外部標準、動向、枠組み】
● GRI スタンダード、ISO26000　等

Step2：15 課題

Step3：12 課題

高

低

社
会（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
）に
と
っ
て
の
重
要
性

高

CSR 課題の重要性マトリックス

 先進技術等を活用した社会インフラ、
業態別ソリューション等の提供

 ITインフラの構築と安定運用

 情報セキュリティの徹底 

 データプライバシーの保護

 IT 人財の確保・育成

 働き方変革の推進

 ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

 災害リスクへの対応

 コンプライアンスの徹底

 責任あるサプライチェーンの推進

 IT 教育の推進

 気候変動問題への対応

：事業　 ：社会（社員）　 ：社会（地域社会）　 ：環境　 ：ガバナンス

NTT DATA Technology Foresight 2019
（世界に変化をもたらす重要課題）を社会
課題として設定。

「社会にとっての重要性」「当社にとっての重
要性」の 2 軸により、重要性を検討し、当
社に関連する課題の選定と優先付けをする。

特定した重要課題に対する妥当性について、
当社の重要な意思決定者によって構成される

「取締役会」にて判断し、決定する。

Step 1
課題の設定

60
Step 2

課題の選定
15

Step 3
課題の決定

12

CSR 重要課題の特定プロセス

今後の取り組み

2019 年度末までに CSR 重要課題に紐づく目標を策定し、2020 年度以降は目標に基づく実行管理・評価し、PDCA を回す

CSR重要課題の特定
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新たに特定した CSR 重要課題

NTT データグループは、以下の12 項目を新たな CSR 重要課題として選定しました。今後、ESG 経営の実行管理を進めるため、新たな CSR 重要課題に紐づく目標策定を行います。

カテゴリ CSR 重要課題 内容

Business（イノベーション）

 先進技術等を活用した社会インフラ、業態別ソリューション等の提供 社会課題の解決に向け、デジタル技術を含む先進技術を用いたサービスをお客様に提供する。

 ITインフラの構築と安定運用 インフラ企業として、お客様に提供するサービスの品質を高いレベルで維持し、安定運用を実現する。

Social（社会）

People
（社員）  IT 人財の確保・育成 優秀な IT 人財を外部から獲得し、研修等を通じて社内で育成し、離職を防止する。

 働き方変革の推進 長時間労働をなくし、ワークライフバランスに配慮した、働きやすい職場環境を整備するとともに生産性を
向上させる。

 ダイバーシティ＆インクルージョンの推進 人財の多様性を高め、社員一人ひとりが多様性を理解し、その能力や経験を活かす。

Community
（地域社会）  IT 教育の推進 本業の強みを活かし、子どもたち、一般市民、NPO/NGO などに対して、IT のリテラシーやスキルを提供する。

Environment（環境）

 気候変動問題への対応 長期計画を策定し、自社データセンターやオフィスビルのエネルギー効率化等を通じ、温室効果ガスの排出を
抑制する。

Governance（ガバナンス）

 情報セキュリティの徹底 サイバー攻撃などから、お客様や自社の情報資産を守る。

 データプライバシーの保護 個人情報を適正に扱い、お客様を中心としたステークホルダーの人権を保護する。

 災害リスクへの対応 BCP（Business Continuity Plan）の整備とその継続的な改善を実施し、損害を最小限に抑える。 

 コンプライアンスの徹底 「グローバル・コンプライアンス・ポリシー」の浸透と徹底を通じて、法令違反を防ぐ。

 責任あるサプライチェーンの推進 「サプライチェーン CSR 推進ガイドライン」などに基づき、取引先に対して、人権・環境への配慮やコンプラ
イアンスの徹底について、協力を依頼する。

事
業
を
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た

社
会
貢
献

企
業
活
動
を
通
じ
た
社
会
貢
献
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12 の CSR 重要課題

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」という企業理念に基づき、SDGs を参照しながら ESG 経営を進め、
特定した CSR 重要課題を中心に、お客様やステークホルダーの皆様と価値を共創していきます。

SDGs ESG 経営 共創価値

事
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会
と
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社
会
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社
会

E
環
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G
ガ
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ス

Business
（イノベーション）

 IT人財の確保・育成

 働き方変革の推進

 ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

 IT教育の推進

 気候変動問題への対応

 情報セキュリティの徹底

 コンプライアンスの徹底

 災害リスクへの対応

 データプライバシーの保護

 責任あるサプライチェーンの推進

People
（社員）

Community
（地域社会）

 先進技術等を活用
した社会インフラ、
業態別ソリューショ
ン等の提供

 ITインフラの構築
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企業活動を通じた社会貢献事業を通じた社会貢献

NTTデータグループのESG経営
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社会課題当社 お客様等
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■　Dow Jones Sustainability World Index/ Asia Pacific Index

■　FTSE4Good Index

■　FTSE Blossom Japan

■　Oekom 格付 Prime

■　RobecoSAM Sustainability Award Gold Class

外部評価
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き、ESG

インデックスの組入銘柄に採用されています（2019 年 9 月現在）。

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

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数

FTSE Russell 社による、環境・社会・ガバナンスの観点において優れた日本
企業を評価する指数

ドイツの Oekom research AG 社による CSR 格付

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」

Sustainability Award
Gold Class 2019

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
● 日本電子決済推進機構
● 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

電気通信協会「ICT 事業奨励賞」を受賞

2018 年 5 月、NTT データ第一公共事業本部 e-コミュニティ事業部 課長 筒井 健が、一般社団法人電気
通信協会（以下：電気通信協会）より、「ICT 事業奨励賞」を受賞しました。世界最高精度の全世界デジ
タル 3D 地図「AW3D®」の企画・開発・サービス提供における同氏の役割が、ICT 事業の技術的推進・
普及・発展に顕著な貢献を果たしていると認められての受賞です。

Web デザインへの縦書き普及推進活動が、2018 年度グッドデザイン賞を受賞

2018 年 10 月、株式会社ＮＴＴデータ経営研究所が協力してきた Web デザインへの縦書き普及推進活
動に対し、Web デザイン表現の多様化に対する貢献が評価され、メディア・コンテンツ・パッケージ部門
にてグッドデザイン賞を受賞しました。

「PRIDE 指標 2018」において、最高レベルのゴールドを受賞

2018 年 10 月、企業の LGBT などの性的マイノリティに関する取り組みの評価
指標「PRIDE 指標 2018」において、最高レベルのゴールドを受賞しました。ゴー
ルドの受賞は 2017 年から 2 年連続となります。

「三鷹データセンター EAST」が LEED GOLD 認証を取得

2018 年 11月、中水利用や高効率空調機等の環境性能が評価され、LEED のバージョン 4 で、GOLD 認
証の取得となりました。データセンター用途の施設としては、日本で初の認証取得となります。

第 12 回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード 2018 において、
「三鷹データセンター EAST」が「データセンター部門 総合グランプリ」を受賞

2018 年 11月、「環境」「安全性」「技術レベル」「カスタマー貢献」「新事業へのチャレンジ」の評価項目
で最高得点を取得した結果、「データセンター部門 総合グランプリ」を受賞しました。

NelsonHall 社の UX-UI サービスに関するレポートにおいて、リーダー評価を獲得

2018 年 11 月に発行された NelsonHall 社のアナリストレポート「NEAT report for UX-UI Services 
2019」* において「リーダー」評価を獲得しました。
* UX-UI（ユーザエクスペリエンス）に関するサービスをグローバルで提供し、お客様課題の解決力を持つ15のベンダーを評価するもの。

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2018/051801/

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2018/100400/

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2018/101101/

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2018/111301/

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2018/112201/

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2019/031301/
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「Brand Finance IT Services 15 2019」において、9 位にランクイン

2019 年 2 月、世界で 20 カ国以上の拠点を持つブランド価値評価・ブランド戦略コンサルティング会社
である Brand Finance 社が、独自に全世界の IT サービス企業を対象に企業ブランド力を数値化し、ラ
ンキングした結果、NTT データは初めてランクインするとともに、日本企業最高位となりました。

Everest Group の「IoT Services PEAK Matrix™ Assessment 2019」において、
NTT データが「リーダー」の評価を獲得

2019 年 2 月、Everest Group が発行する「IoT Services PEAK Matrix™ Assessment 2019」におい
て「リーダー」と評価されました。「リーダー」評価は、「企業価値」と「先進的な IoT サービス」の 2 つ
の観点に基づき、顧客に大規模な変革をもたらす能力と、エンゲージメントおよび革新に向けての優れた
コンサルティング力を証明するものです。

米国 HfS 社のブロックチェーンサービスに関するレポートにおいて、
上位 10 社にランクイン

2019 年 3 月、米国 HfS Research の「HfS Top 10 Enterprise Blockchain Services 2018」の総合
評価において上位 10 社にランクインしました。ソリューションの成熟度に関する評価では、第 1 位を獲得
しました。

「JISA Awards 2019」において、
「WinActor®/WinDirector®」エコシステムが最高賞である Winner を受賞

2019 年 6 月、様々な価値を付加しトータルサービス化したこと、世界十数カ国 3,000 社以上で活用さ
れていることが評価され、最高賞である Winnerを受賞しました。

三鷹データセンター EAST が
NVIDIA 社の DGX Ready Data Center プログラムに認定

2019 年 7 月、「DGX Ready Data Centerプログラム」は、AI データセンタの中核を担う NVIDIA 
DGX システムを設置・運用できるデータセンタ事業者を公認コロケーションパートナーとして NVIDIA が
認定するものです。三鷹データセンターは、アクセラレーテッドコンピューティング製品 * を適切に設置す
るデータセンタとして公認コロケーションパートナーの認定を受けました。
* アクセラレーテッドコンピューティングとは、従来 CPU で単一計算していた処理を並列化し、さらに GPU などのアクセラレーター

を用いてより高速に複雑な計算を行うコンピュータ環境のことを指します。　

NTTデータグループの
サステナビリティ

米国 HfS 社のヘルスケア業界向け IT サービスランキングで第 4 位を獲得

2019 年 8 月、IT サービ ス 産 業 や 企 業 の 分 析をする米 国 HfS Research（ 以下：HfS 社 ） の『HfS 
Research Top10 Healthcare Services レポート』において、全体評価として第 4 位にランキングされ
ました。項目別では、「病院向けサービスの提供領域の広さ」と「グローバルカバレージ」で第 1 位、「IT
領域における売上規模と実績」で第 2 位と評価されました。

NelsonHall 社の IoT in Digital Transformation NEAT Evaluation 2019 において
「リーダー」評価を獲得

2019 年 8 月、NTT データは製造、小売り、サプライチェーンの 3 分野において、顧客への迅速なサービスの
提供だけでなく、顧客からの将来的な要望への対応力という両方の能力が評価され「リーダー」に選ばれました。

「TOP Employers」において、TOP Employer 2019 を受賞

2019 年 2 月、Top Employers Institute が優れた人事制度を有する企業を認定する「TOP Employers」
において、NTT DATA Deutschland および everis Spain, Brazil が「TOP Employer 2019」に認定さ
れました。

Glassdoor 社の「TOP CEOs 2019」において、TOP CEOs に選出

2019 年 6 月、Glassdoor 社が従業員からのレビューにより優れた CEO を調査する「TOP CEOs 
2019」において、NTT DATA UKのCEO Simon Williams がUKにおけるTOP CEOsに選出されました。

「Cluj (Romania) 希望就職先企業ランキング 2018」において、Top に選出

2018 年、Catalyst Solutions 社の調査「Cluj (Romania) 希望就職先企業ランキング 2018」において、
NTT DATA Romania が Top に選出されました。

「Brandon Hall Group Excellence Awards Program 2019」において、金賞を受賞

2019 年 8 月、Brandon Hall グループの実施する「Brandon Hall Group Excellence Awards Program 
2019」において、NTT DATA Services の NLCI(NTTDATA Learning Certification Institute) が提供す
る社内資格制度がダイナミックに変化するビジネスニーズへの対応力が高いと評価され、Learning 部門にて
金賞を受賞しました。

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2019/022801/

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2019/022201/

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2019/031201/

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2019/061100/

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2019/071200/

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2019/080900/

　  https://www.nttdata.com/jp/ja/news/information/2019/081600/

　  https://www.top-employers.com/en/certified-top-employers/

　  https://www.glassdoor.co.uk/Award/Top-CEOs-UK-LST_KQ0,11.htm

https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/vizualizareArticol/2519/Top-40-cei-mai-doriti-
Angajatori-din-Cluj--3"

　  https://www.brandonhall.com/excellenceawards/excellence-learning.php?year=2019"




