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企業は、さまざまなステークホルダーと関わりながら事業を展開
するにあたり、社会的な責任を果たす必要があります。「社会に貢
献する」を経営理念に掲げている当社においても、以下4つの観
点から活動を展開しています。

わたしたちが果たすべき、社会的責任

お客様や社会全体から信頼される存在で
あり続けるために、当社はNTTデータグ
ループのグローバル・コンプライアンス・
ポリシーに基づき、不正行為の防止およ
び社員の遵法意識の徹底を図るための活
動を展開。社会的責任に基づく行動を実
践し、公正・透明な事業活動を行います。

コンプライアンスへの取り組み

不正行為の防止、遵法意識の
徹底を図る活動を展開

当社は個人情報の安全管理を重要な社
会的責任であると認識し、個人情報保護
活動を主要な企業活動テーマの一つに
設定。確実に実践していくために、個人
情報保護方針を定め、役員および従業
員はこの方針に従って個人情報の適切
な取り扱いに努めます。

個人情報保護への取り組み

個人情報保護方針を定め、
個人情報を適切に取り扱う

当社では「情報セキュリティ基本方針」
を掲げ、その実施に必要な諸規定を制定。
役員および従業員は情報セキュリティ
の重要性を認識し、意識の向上を図ると
ともに本基本方針を理解し、情報セキュ
リティポリシーおよび各情報セキュリテ
ィ規定を遵守します。

情報セキュリティへの取り組み

情報セキュリティ意識の向上を図り、
諸規定を遵守

当社は、ITによる新たな「しくみ」を創
出、提供することで、地球と社会が直面
する環境の課題解決に貢献します。ま
た、その一方で事業活動が環境に大きな
影響を与えていることを真摯に受け止
め、さらなる環境保護活動を継続的かつ
計画的に推進していきます。

環境への取り組み

地球と社会が直面する
環境の課題解決へ貢献する

INTO HAPPINESS1.
私たちのモットーは、お客様に寄り添い、お客様と一体となって、ITの総力
で最適なビジネスプロセスを創り上げることです。そしてお客様のビジネス
が繁栄し、ご満足いただくことで、私たちも喜びと幸せを共有し、さらに新た
な課題にチャレンジします。お客様と私たちが共に「INTO HAPPINESS」、
これが私たちのビジネスの原点であり、不変のテーマです。

マジでDXを実現させます2.
今や、世の中の仕組みや流れを大きく変えようとしているDX（Digital 

Transformation）。私たちはこれまでに培ってきた技術やノウハウと、将
来を見据えた果敢なチャレンジによって、真に役立つDXの実現に取り組ん
でいます。AI、IoT、ビッグデータ、クラウドにおける尖った技術力とベスト
を求めてやりぬく力で、お客様に感動していただけるDXをご提供します。

NEXT 50 YEARS3.
2020年、私たちは会社創立50周年を迎えました。これまで「海底から宇宙
まで」というキャッチフレーズのもと、自由闊達な気風の中で、技術とノウハ
ウとセンスを磨いてきました。そしてこれからの50年。私たちはお客様にな
くてはならない会社として、「ITディレクション」であらゆるビジネスプロセ
スを革新し、お客様の夢を叶え、社会の発展に貢献します。

私たちの目指す「美しく」変えるとは、
「先進的に、最適に、高い技術力で」変えること。

代表取締役社長

すべてのビジネスプロセスを
美しく変える。



海底から宇宙まで。類をみないデータサイエンス技術。

私たちは、すべてのビジネスプロセスを革新し、

美しいデジタルトランスフォーメーションを実現します。

■  エネルギー・資源ソリューション事業本部
 ENEOSグループ各社の支援

■  ビジネスソリューション事業本部
 一般企業へのビジネス展開

 コーポレートスタッフ

■  経営企画本部

NTTデータCCSの
3つのセクション

NTTデータCCSの経営理念

-自由闊達な気風を大切にする

-技術力、創造力は一流を目指す

-最高のサービスを提供する

-社会に貢献する



VISIONS of  CCS VISIONS of  CCS人に寄り添うテクノロジーが作る未来の農業 音で「見えない」ものを「見る」未来

生産の効率化だけではなく、言語化されて
こなかった知恵や技術を継承できる。

音で起きていることを知る。
乗り物や街さえも。聴診器をあてるように。

作物の育成だけでなく流通も最適化し、
多くの人のHAPPINESS に貢献。

世界の音を仕分ければ、
安心で快適な未来が見えてくる。

世界は様々な音で満ち溢れている。
「音」は目で見ることの次に重要な情報源。

AI（深層学習）で進化した画像解析技術により、
蓄積された情報から熟練者レベルの判断。

農業従事者の減少と高齢化によって、
継承されてきた知恵や技術が消滅の危機…。
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世の中の音を整理し、音の特徴をモデル化する。
それはまるで音の辞書を作るようなこと。



ビジネスを展開している主な分野

-エネルギー分野

ENEOS株式会社様を中心に、システムの開発・
運用・保守を行っています。製油所から販売店に至
るまで、幅広い業務を対象としています。

-金属分野

JX金属株式会社様を中心に、システムの開発・運
用・保守を行っています。お客様の海外事業所へ
の対応も行っており、 グローバルな活動も展開し
ています。

-リテール分野

全国のサービスステーションへ、勘定系をはじめ
クレジットオーソリや給与などのトータルシステ
ムを提案。セキュリティに守られた環境で、お客様
の業務効率を向上します。

-システム基盤分野

ENEOSグループ各社様を中心にシステムインフ
ラの構築・運用・保守を行っています。NTTデータ
と連携し、クラウドの利用をはじめとするインフラ
の効率化に取り組んでいます。

エネルギー・資源ソリューション
事業本部

世界有数の巨大企業の業務を支える。
その先には、何十万、何百万もの笑顔がある。

エネルギー・資源ソリューション事業本部は、主にENEOSグ
ループ各社および石油系特約店の業務をサポートするシステム
の開発・運用・保守などを展開。ENEOSグループとの長きにわ
たる取引の中で蓄積してきた業務ノウハウは当事業本部独自の
大きな強みとなっており、さらに、NTTデータと連携してさま
ざまなソリューションを提案することで、今後もENEOSグル
ープの事業に寄与してまいります。

ENEOSグループの中核企業をサポートする
システムの開発・運用・保守などを展開



ビジネスを展開している主な分野

-ビジネスシステム分野

電機、機械、自動車、住宅、金融など、多数の大手
企業様に対し、バックオフィスから顧客向けのフロ
ントシステムまで、さまざまなサービスを提供して
います。

-コンシューマシステム分野

モバイルアプリやWebシステムなど、一般消費者
が利用するシステムの構築を得意としており、ネ
ットビジネス系企業様との取引が拡大しています。

-データサイエンス分野

科学技術計算や解析のノウハウを持ち、海底から
宇宙までさまざまなフィールドにその技術を応用。
特に、地図や画像処理、AI（深層学習）、地震観測
データやビッグデータ解析を得意としています。

-パッケージ分野

金融商品販売関連システム「iTrustOne®」や、
GISソフトウェア「geoassist®」など、お客様の業
務を効率化する各種パッケージを提供しています。

ビジネスソリューション事業本部は、多様な特長を持った部門
の力を活かし、一般企業に向けたシステムの開発・保守・運用を
はじめ、コンシューマ向けシステムの開発、パッケージソリュー
ションの提供などを行っています。一般の IT・システム会社で
は手がけないユニークな分野も手がけつつ、視点を変えてブラ
ッシュアップしていく。そうすることで、広く・深く社会に貢献
してまいります。

多様な特長を持った部門の力を活かし
さまざまなソリューションを展開して社会に貢献

ビジネスソリューション
事業本部

海底から宇宙まで、テリトリーは無限大。
多角的に暮らしを見つめ、より良い未来をつくり出す。



東京都港区虎ノ門にセントラ
ル・コンピュータ・サービス株
式会社として創立。

事務システム、技術システム
などのソフトウェア開発事業
へ本格的に進出。

株式会社シーテック創立。

2020年に創立50周年を迎えた
NTTデータCCSのこれまでの歩み。

私たちNTTデータCCSは、自然科学分野をはじめとする海底から宇宙まで
幅広い分野で培ってきたノウハウで、新しい技術を発展させていきます。

創立50周年を迎える。

東京都品川区東品川へ本社を
移転し、分散していた事業所
を集約。

JXホールディングス株式会
社保有の株式40%をJX日鉱
日石アイティソリューション株
式会社へ移管。

本社第2ビルがオープン。

東京都江東区亀戸へ本社を移
転し、分散していた事業所を
集約。

株式会社シーテックと合併、
資本金2億3,000万円、社員
数約600名となる。

株式会社NTTデータが資本
参加、社名を株式会社NTTデ
ータCCSに変更。

日本鉱業、共同石油と三社で
共同センターを三鷹に開設。
異機種統合光LANを構築し
運用を開始。

通産省よりシステムインテグ
レータ企業としての認定を受
ける。

日本鉱業、共同石油の両株主
が合併し株式会社日鉱共石
（翌年株式会社ジャパンエナ
ジーに改名）100%子会社に。

深層学習の研究開
発に着手

大量データを取り扱うカーナ
ビ用地図加工処理技術を開発

月全体の詳細な立
体地形図を作成す
る月面数値地形モ
デル作成システム
を開発

HISTORY DATA SCIENCE OF CCS 

衛星画像を利用し
た圃場抽出の自動
化技術を開発

雑草や病害虫を判定
する雑草・病害虫診断
サービスを開発

稲の生育ステージを
判定する水稲AI画像
解析ソリューション
の提供

1970 1976 1984

1988 1990 1992

1993 1997 2008

2014 2015 2018

2020

プラント向け配管
音検出技術を開発

1984年、リモートセンシングの画像処理シス
テムの研究に着手

1976年、石油精製プラン
トの構造解析やシミュレー
ション業務を受託。1970
年代、石油備蓄基地の地
下水浸透シミュレーション
を行う地下水流動解析シ
ステムの構築

Webクローリング
＆スクレイピング
開始。検索エンジン
を用いたSNS分析
の基盤を構築

AIによるSNS分析
を開始。ターゲティ
ング広告用のツー
ルを開発

経済産業省の情報
大航海プロジェク
ト参加。行動履歴を
一元的に蓄積する
プラットフォームを
構築

ソーシャルデータ
蓄積、分析、流通基
盤構築

ダークWebクロー
ラを開発。ナショナ
ル・セキュリティ領
域でのSNS分析基
盤開発

VOC（Voice Of 
Customer）分析
基盤構築

Web行動履歴を用
いた顧客分析

リモートセンシング、
GIS、数理解析の技
術を組み合わせた環
境影響評価システム
DataFusionを開発

産業団体向け災害
情報システム開発

自治体向け被災者
生活再建支援シス
テム開発

石油探鉱向け地理
情報システム開発

電力会社向け災害
時情報共有システ
ム開発

AI（機械学習）を用
いた異音検知ソリ
ューションの提供

画像×AI

ビッグデータ解析

リモートセンシング

数理解析

GIS
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高精度な地震観測
網データの受信、
震源決定を行う地
震観測データ処理
システムを開発



株式会社NTTデータCCS
〒140-0002
東京都品川区東品川4丁目12番1号　
品川シーサイドサウスタワー
TEL: 03-5782-9500
FAX: 03-5782-9510
www.nttdata-ccs.co.jp


