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価値共創を支える仕組み

コーポレート部門管掌役員メッセージ

持続可能な
未来社会づくりへの貢献を
コーポレートとして
支え続けていきます。
代表取締役 専務執行役員
コーポレート部門管掌

安齋 豪格

人材のポテンシャルを最大限発揮
社会課題の解決に情熱を注ぎ、先見性を持ったコンサル
ティング提案やITソリューションの緻密な実装を行うのは高
度な専門性を持つ人材です。人材はNRIの競争力の源泉で
あり、
「Vision2022」においても人材マネジメントに注力して
きました。NRIの人材の強み・特徴として、早い時期からプロ
フェッショナルとしての自覚を持ち高い専門性を磨いている
こと、仕事上の様々な経験から多くの知見を吸収して新しい
挑戦に応用していること、自身にとって必要なスキルを意識
して自律的に学習する能力を有していること、などが挙げら
れます。

NRIでは、個としての人材の強みを最大限発揮する人材マ
ネジメントサイクルを推進しています。このサイクルでは、
多様で優秀な人材の採用にはじまり、挑戦的なアサインメン
トによって成長する機会を付与しています。また、社会に対
する責任・自覚を持って仕事をやり遂げることは自らの仕事
に誇りを持つことに結びつき、それが個人および組織の成長
にもつながっています。魅力的な職場であり続けることにより、
人材の強みはさらに強化されていきます。

NRIは、社員一人ひとりの努力・成果に報い、新たな挑戦・
成長を支える仕組みとして、2022年4月に人事制度を改正し
ました。新しい人事制度は、一人ひとりのキャリアプランや
働き方に配慮しつつ、NRIの人材が持つポテンシャルを最大
限発揮することを目指しており、2030年に向けたNRIの成長
を加速させることをねらいとしています。個人が持つ潜在能
力を発揮することの投資対効果は大きいと考えています。
会社が社員の多様な潜在能力や将来性を信頼して能力を発
揮できる環境を整備すること、そして、社員が会社を信頼し
て能力を発揮すると共に経験を糧にして成長し続けること、
これら相互の信頼関係が人的資本への投資対効果を最大化
していきます。
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品質へのこだわり

月にSBT2℃目標からSBT1.5℃目標へ目標水準を引き上げ
ており、さらに、2022年2月には実質排出量ゼロ目標の目標

NRIは、新しい社会のパラダイムを洞察しその実現を担う

年度を2050年度から2030年度へ前倒しました。

こと、そして、お客様の信頼を得てお客様と共に栄えること

持続可能な未来社会の実現に向けてサプライチェーン全

を使命として掲げています。この使命を果たすために、品質

体での取り組みが重要と考えています。NRIグループはパー

マネジメントを重視してきました。品質へのこだわりを実現

トナー企業との協働により持続可能な社会に向けた取り組

する組織・体制・活動は、NRIの文化として根付いており、常

みを推進しています。例えば、ビジネスパートナーに協力を

に高度化し続けてきました。お客様にとって重要なプロジェ

お願いしている行動原則を明文化した「NRIグループビジネ

クトを高い品質で遂行する努力と知恵は、体系化・蓄積され

スパートナー行動規範」を2021年4月1日にウェブサイトで公

て新たなプロジェクトに還元されます。品質へのこだわりは

開しました。また、この行動規範に対する同意書の提出を各

NRIの事業展開を支えるケイパビリティであり、これからも磨

社との契約時に依頼し、2022年6月時点で282社より同意書

き続けていきます。

を取得しています。

加えて、生産革新
（生産性向上）
もNRIの事業展開を支える

NRIでは様々な強みや個性を持つ社員一人ひとりの総力

ケイパビリティのひとつです。2030年に目指す営業利益率

を結集することが組織の強みにつながると考えています。

の達成に向けて強化しつつあります。例えば、自動発注やルー

2022年3月期は、ダイバーシティ＆インクルージョン推進活

ト最適化など顧客への提供価値を向上させる機能の部品化

（性別）
」
、
動方針として掲げた7つの領域のうち「ジェンダー

（デジタルIP）
、テスト工程等でのツール活用などに取り組ん

「キャリア・専門性」、
「世代」の3つを重点領域として推進して

でおり、知的資本の充実を図っています。品質と生産性の両

きました。具体的には、本部ごとに女性の部長候補やグルー

方を高い水準で実現することに、これからも取り組み続けて

プマネージャー候補をリストアップし登用時期を含めて確認、

いきます。

中途入社社員向けに社長との直接対話イベントを開催、世
代のインクルージョンをテーマとした管理職向け説明会等に

サステナビリティ経営の取り組み
NRIグループの企業理念「未来創発」には、イノベーション

取り組んでいます。

グループガバナンスの強化

によって未来を切り拓き、社会課題を解決する先にNRIの持
続的な企業価値向上があるという想いが込められています。

NRIでは、グループ会社自身による自立性と自律性に基づ

また、気候変動、人権侵害などの社会課題が深刻化する中で、

く経営を基本とし、グループ会社がより力を発揮しやすい環

社会課題の解決に自分たちの成長戦略を同期させていくこ

境を創っていく、という考え方に基づいてグループガバナン

とも求められています。これらはNRIが掲げるサステナビリティ

スを推進しています。一方で、NRIグループ社員 16,512 名

経営に関する基本観であり、中期経営計画
（2019-2022）
に

（2022年3月期）のうちグループ会社の社員は約6割を占め

おいて、NRIらしい3つの社会価値と4つの重要課題を掲げた

ており、経年で増加傾向にあります。また、連結子会社数は

「サステナビリティ経営」を成長戦略の柱と位置付けてきまし

90社に達しており、グループ会社の規模拡大に応じたガバ

た。また、コーポレートガバナンス・コードが2021年6月に改

ナンスの重要性が高まっています。この状況を踏まえ、経営

訂されたことを踏まえてサステナビリティ経営の方針を取締

管理の基盤を高度化する一環として、グループ会社のモニタ

役会で改めて決議しており、これからも、持続的社会への貢

リング・サポートおよび内部統制をより理解しやすい形で可

献を通じた成長を続けてまいります。

視化することに取り組んでいます。具体的には、グループ会

2022年3月期における取り組みでは、地球環境への負荷

社共通の「グループガバナンス実施要領」を制定し、2023年

低減のため、NRIグループの主要な温室効果ガス排出源で

3月期下期より運用を開始する予定です。グループ会社各社

あったデータセンターのうち、特に規模の大きいデータセン

はこの実施要領に基づいてマニュアルを制定するなど、浸透・

ターで使用する電力を再生可能エネルギーに切り替えました。

実践を図っていきます。

これによりSBT1.5℃目標認定を取得した温室効果ガス排出
量削減
（Scope1＋2）の2030年度目標を9年前倒しで達成し

NRIグループは世の中に変化を起こして社会価値を創造

ました。さらに2024年3月期にはすべてのデータセンターで

していくことを目指しています。この考え方に共感する仲間

再生可能エネルギー利用率が100%となる見込みです。温

と共に自分たちの可能性を最大限発揮することに挑戦して

室効果ガス排出量削減に係る環境目標について、2021年2

いきます。
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人的資本

NRIの人材戦略
NRIの強みは「人財」
、すなわち、高度な専門性を持ち、自ら設定した目標のもとに自立して働き、変革を恐れずに挑戦するプロフェッショ
ナルである社員です。このような「人財」を育むために、志の高い人材の能力を開花させ、現場で成果につなげていく仕組みや環境づ
くりを促進しています。

新人事制度
NRIは従前より
「業績・成果・能力主義」の人事制度を運用
してきましたが、さらに既存ビジネスのたゆまぬ変革と新た
なビジネスへの挑戦を後押しする人事制度が必要と考え、

2022年4月に新しい人事制度を導入しました。新制度では、
常に現状に危機感を持ち、変わること・挑戦することを恐れ
ないプロフェッショナルであり続けることを目指して、役割・ミッ
ションに応じた期待を明らかにし、その成果に報いる仕組み
としています。また、相手や立場に関係なくMutual Respect
（相互尊重）
の精神で人と接することを大切にしています。
これまでの制度では、職階が能力に応じて決まっていた
のに対し、新制度では担う役割によって職階が決まります。
新制度では、過去の功績や成果ではなく、当期の職務や各
本部で定めた期待される役割の達成度に応じて職階が決ま
ります。そのため、常にチャレンジし、世の中の変化に対応
することが求められます。また、新たにマネジメントではな
いプロフェッショナルとしてのキャリアパス「チーフエキスパー
ト」を設けました。これは、キャリアの複線化により、プロフェッ
ショナルとして成長し続け、成果を上げていく人に対してよ
り適切に処遇できるようにしたものです。

・等級制度
新制度では、管理職掌において、過去の功績や成果ではなく、その
期に担う職務や期待される役割に応じて職階が決まる形としました。
また、マネジメントではないスペシャリストとしてのキャリアパスを
明確化しマネジメントと同格の「チーフエキスパート」という職階を
新設しました。このキャリアの複線化により、マネジメントは一層部
下のキャリア形成支援やエンゲージメント向上に注力し、スペシャ
リストは自身の専門性に常に磨きをかけつつ組織貢献することで、
それぞれがチャレンジをし、プロフェッショナルとして成長し続け、
成果を上げる人に対してより適切に処遇できるようにしています。
・昇降格
新制度により、管理職掌における職務・役割に応じた柔軟な昇降格
を可能としました。同時に、非管理職掌においては飛び級を導入し、
年齢にとらわれず最上位層を早期に引き上げられるようにしました。
・評価制度
新制度においては、従前と同様に期初に立てた目標に対する成果
を適切に評価し、賞与に反映させます。加えて、特に管理職掌の昇
格のための評価においては、NRI社員の上位者としてふさわしい姿
勢と資質が備わっているかどうか、複眼的な評価の仕組みの強化
にも取り組んでいます。
・処遇制度

NRIでは、給与・賞与・福利厚生など総合的経済処遇をプロフェッショ

新しい人事制度のポイント

ナルにふさわしい水準としています。特に、持続的な企業価値向上
の実現という中長期的な貢献に対するインセンティブとして、退職

1）
管理職掌においては職務・役割に応じて職階を決定
2）
管理職掌において、マネジメントではないプロフェッショ
ナルとしてのキャリアパスを明確化

手当、確定拠出年金制度、社内持株制度、E-Ship
（信託型従業員持
株インセンティブ・プラン）
などを導入しています。

3）
非管理職掌において飛び級を導入
旧制度

新制度
マネジメント

主席

管理職掌

非管理職掌

上席

キャリアパス複線化と
職務・役割に応じた
ダイナミックな昇降格

チーフエキスパート

部室長：M+

部室長級：C+

GM課長：M

GM課長級：C
エキスパート

E+

上級

E

主任

シニアアソシエイト

副主任
専門職
総合職

S

飛び級による
最上位層の
早期引き上げ

アソシエイト

A
メンバー

B
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多様なパスに沿った自律的キャリア形成
NRIでは、広い視野で事業環境の変化に柔軟に対応し、複数の専門分野を追求しながら組織横断で協業できる人材を育成
しています。
人材育成の三要素

NRIの人材育成は、
「OJT
（On the Job Training）
」を中心

なく、NRIが社内に蓄積したナレッジの共有を目的とした社

に、
「研修」
「自己研鑽」を合わせた3つの手段を有機的に結

内セミナーへ自由に参加できるなど、NRIらしい環境を社員

合させています。
「OJT」で業務経験を積み、
「研修」では

へ提供しています。社員がキャリアを選択する機会の拡大

OJTで得た知識を整理し、OJTでは得られない技能を習得

と適材適所を目的とした、社内公募制度・自己申告制度も

します。また「自己研鑽」を支える仕組みとしては、各社員

導入しています。

の資格取得や語学力向上に向けた費用を負担するだけで
社内研修
年間を通じて300を超える講座が延べ900回以上開催さ

「D&I 関連プログラム」では女性活躍支援、ダイバーシティ

れる社内研修は、社員に必要な領域を網羅しており、必修

やワーク・ライフ・バランスを意識したプログラムを用意し

の階層別や役職別研修などを除いて自ら選択できます。

ています。

社内研修プログラム体系

必須

若手

推薦

中堅

分類

エキスパート〜
メンバー

キャリア
研修

公募

アソシエイト

シニアアソシエイト
キャリアセミナー

MCD0

階層別

入社時
集合
昇格時・
役職別

アソシエイト
昇格時

MCD1

MCD2

シニア
アソシエイト
昇格時

エキスパート
昇格時

MCD3

MCD4

新任
GM課長

MCD5

新任
部室長

入社時スタートアップ研修

選抜
GM課長

選抜リーダー育成プログラム

中核人材

女性リーダー育成
プログラム
新入社員
研修

ITソリューションスキル研修

キャリア基礎研修

女性リーダー養成塾

キャリア実践研修

異業種交流型経営
人材育成プログラム

新未来
創発塾

女性部室長・GM
課長選抜プログラム

キャリア実践PRO

認定者選抜研修

コンサル系研修

スキル開発

スタッフ人材育成プログラム
ヒューマンスキル・その他スキル養成プログラム

部室長向け講演会

DX人材育成プログラム
グローバル人材育成プログラム
部室長GM課長向けD&Iセミナー

D&I

アンコンシャス・バイアス、介護などダイバーシティ推進関連eラーニング
仕事と育児の両立支援プログラム

その他

自己研鑽支援プログラム
事業本部／セグメント別プログラム
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キャリアフィールド
複数の専門分野を持った多能な人材、スペシャリストの

は、20 のキャリアフィールドから自身の専門領域を選択し、

育成推進、中堅層以上の育成強化を目的とし、専門職社

専門性を磨き、第一人者を目指します。

員には20 の「キャリアフィールド」を定めています。各社員
認定資格制度
キャリアフィールドごとの目指す姿として、高度な専門

「スキル開発プログラム」では、社内認定資格に向けたス

性を持つプロフェッショナル人材を社内認定しています。

キルアップを目指すための専門性の高いプログラムを数

認定資格は7 資格 17 区分で構成され、社員が将来のキャリ

多く揃えています。

ア像、キャリアパスを描く際の目標になっています。そして
中核人材の成長
BD：ビジネスディベロッパー
BA：ビジネスアナリスト
PM：プロジェクトマネージャー
AE：アプリケーションエンジニア
ITA：ITアーキテクト
ISM：ITサービスマネージャー
DS：データサイエンティスト

①実績
適切なジョブアサイン
プロジェクト経験

認定BD

認定BA

認定PM

認定AE

認定ITA

認定ISM

認定DS

各キャリアフィールドで輝く人材

経営管理／本社スタッフ

業務管理スタッフ

品質管理スペシャリスト

プロジェクト管理スペシャリスト

データサイエンティスト

研究員

セキュリティスペシャリスト

IT

サービスマネージャー

IT

基盤スペシャリスト

アプリ共通基盤スペシャリスト

IT

アプリケーションスペシャリスト

20のキャリアフィールド

基盤アーキテクト

アプリケーションアーキテクト

プロジェクトマネージャー
︵エンハンス︶

プロジェクトマネージャー
︵新規︶

営業／アカウントマネージャー

ストラテジスト

システムコンサルタント

専門性を網羅した
多彩なプログラム

業務コンサルタント

戦略コンサルタント

②研修

③自己研鑽
資格取得や
ナレッジ蓄積など

社内認定資格
企画
提案

CBD

CBA

（認定ビジネス
ディベロッパー）

①事業創造
②顧客開拓

対象となる工程範囲

業務

CDS

（認定データ
サイエンティスト）

（認定ビジネスアナリスト）

①顧客案件完遂
②顧客案件創出

CAE

（認定アプリケー
ションエンジニア）

システム

（認定プロジェクト
マネージャー）

①新規プロジェクト
②エンハンス
プロジェクト

①基盤リーダー
②中核技術者
（認定ITアーキテクト）③先進技術者
④基盤ストラテジスト

CITA

基盤

CISM

（認定ITサービス
マネージャー）

サービス
運用
事業創造
顧客開拓

データアナリティクス

①ITサービス設計
②ITサービス実装
③ITサービス運用

提案・コンサルティング
システム化計画
業務プロセス
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CPM

①アプリスペシャリスト
②アプリアーキテクト
③アプリ共通基盤スペシャリスト

野村総合研究所

設計・開発

運用・維持管理

プロジェクトマネジメント

C&A
社員の自発的・計画的な能力開発を幅広く支援しつつ、

Act ）制度を設けています。C&A では、期初に上司との目

一人ひとりが目指すキャリアを上司と共有し、自ら設定し

標設定面談を行います。そして半期の活動の後、再び上

た目標とその達成度を面談で確認するC&A
（ Challenge &

司との面談を行い、活動の成果を確認しています。

C＆A制度
コーチ

組織方針・目標

観察

成果確認
（C&A面接）

能力評価

半期の活動

業績評価

育成体系・能力要件

経営戦略

目標設定
（C&A面接）

育成

自己研鑽

上司とのコミュニケーションが前提
各種研修

マイキャリアデザイン

2023 年 3 月期からの専門職社員に対する新人事制度導

組 み の 実 効 性 を 高 めるた め の キャリア・コーチ ン グ や

入に向けて、キャリアデザインプログラムを全面的に刷新、

1on1 面談、各種のオプションプログラムが用意されており、

拡充しました。新しいキャリアデザインプログラム「マイキャ

主体的な学びをサポートしています。また、ワークショップ

リアデザイン」では、20 歳代〜 50 歳代後半まで、キャリア

とは別に、毎年、全社員が受講可能なキャリア・セミナー

の節目の時期、あるいは一定期間ごとに、計 5 回のワーク

を開催してキャリア意識の醸成に努めており、2022 年 3 月

ショップ型研修を設定しています。40 歳代以降に実施する

期は約 1,000 名の社員が受講しました。

研修では、ワークショップに引き続き、キャリア開発の取り
「マイキャリアデザイン」
＜「マイキャリアデザイン」の目的＞
● 各社員が、自身のキャリア選択と開発に主体的に取り組み、年齢によらずたゆまぬ変革と挑戦を実践し続けるようになる。
● モチベーションを維持・向上させると共に、環境変化に柔軟に適応できるようになる。
入社

年齢

20代
アソシエイト

メンバー

職階

役職定年

30代
シニア
アソシエイト

50代

エキスパート

60代

シニア
チーフエキスパート

マネジメント

キャリア自律を促すための
研修

シニアアソシエイト昇格時
マイキャリアデザイン1
Discovery

40代

定年退職 シニア雇用終了

エキスパート昇格時
マイキャリアデザイン2
Expedition

（43歳）
マイキャリアデザイン3
Frontier

（50歳／52歳部室長）
マイキャリアデザイン4
Horizon

（57歳）
マイキャリアデザイン5
Voyage
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トップクラスの人材育成投資
NRIでは、長期経営ビジョン「Vision2022」および「中期経営計画（2019-2022）
」の成長戦略の柱である「DX戦略」を加速する人材を
育成するプログラムのほか、グローバル人材の育成、管理職掌のリーダーシップ力向上、次世代の経営人材や幹部人材の育成など、種々
の観点からトップクラスの人材育成投資を行っています。

DX人材
「+DX」のコンセプトのもと、単なるスキル転換ではなく、従来の能力を備えたコンサルタント、システムエン
ジニアに既存スキルを活かしながら活動領域をDX分野に広げてもらうため、各種研修等の学びの機会を
整備し、DX時代のNRIが目指す人材ポートフォリオへの戦略的な移行を進めています。

DX人材育成プログラム

に増加しており、各々が必要なDXスキル獲得のために自律

Al（人工知能）
、アナリティクス、ブロックチェーン、UXデ

的に学ぶ「+DX」のコンセプトがしっかりと定着しています
（グ

ザイン、アジャイル、マイクロサービスなど、DX時代に必要

ラフ2）
。

なケイパビリティの強化を目指し、年次横断でのDXスキル

またChallenge & Act制度の中では、自身のDXスキル
（領

獲得のための研修を用意しています
（図1）
。

域・レベル）の棚卸しをして、次のスキルアップの目標立て

これらのカリキュラムは、社内のニーズや世の中の動向

に活用しています。DXスキルレベルが「基本レベル」以上

を基に、新設および継続的な改廃を積極的に実施していま

のDX活躍人材が着実に増えています
（グラフ3）
。

す
（グラフ1）
。年間の受講者数、1人当たり受講日数も着実

DX人材育成プログラム
（図1）

自己研鑽
（MOOC・資格取得）

ビジネス
＋
コンシューマ
＋
コミュニティ

エンジニアリング
＋
アート／デザイン
＋
アジャイル

テクノロジー
＋
サイエンス
＋
アカデミア

セキュリティ

5G ／IoT

ブロックチェーン

DS・アナリティクス／AI

クラウド／PCI

マイクロサービス／API

アジャイル

UX デザイン／デザイン思考

野村総合研究所

デジタルマーケティング

スキル・知識・
フレーム

外部機関連携
（産学連携・業界団体参画）

マネジメント
＋
リーダーシップ
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システムコンサルナレッジ

ビジネスコンサルナレッジ

実践ノウハウ・
ユースケース

DX ビジネスデザイン

ナレッジ・
インサイト

BIT基礎講座

DXスキル開発講座数の推移
（グラフ1）
（講座）

（名）

120

DX活躍人材の推移
（グラフ3）
（日）

10,000

（名）

5

2,500

4

2,000

3

1,500

8,442

100
80

DXスキル開発講座受講者数と
（グラフ2）
1人当たり受講日数の推移

8,000

3.49

6,000

5,353

59
50

48

7,476

3.84

3.45

220

60
4,000

2

1,000

2,000

1

500

0

0

0

40
20
0

新規講座

535
450

50

20.3

53

21.3

継続講座

55

554

616

415
1,095

1,217

740
22.3

20.3

21.3

22.3

受講者数
（名）
1人当たり受講日数
（日）
※ 受講者数は各講座の受講者数を単純集計

20.3

21.3

22.3

基本レベル
中級レベル
上級レベル
※ NRI籍社員
（NRI本体採用のグループ会社社員等を含む）

グローバル人材
グローバルビジネスリーダーの育成を目的として、多く

16ヵ国に派遣されています。また、
「派遣留学」では、海外

の海外プログラムを実施しています。特に社員をグローバ

の大学、ビジネススクールにおけるMBA 取得に加え、コン

ルマーケットで活動する顧客企業の海外拠点に派遣し、数

ピュータサイエンス
（MSE ／ MCS）や法務
（LLM）などの学

年間グローバルビジネスを体験する「海外トレーニー制度」

位取得も盛んです。

に力を入れており、これまでに200 名を超える人材が海外

リーダーシップ力
NRIでは、管理職掌の部下育成力と共創型リーダーシッ
プ力の向上を目指し、毎年、上司・部下からの 360 度評価

対象者をそれまでの部室長、グループマネージャー／課長
層に加え、全管理職掌3,139名に拡大し実施しました。

「AHEADプログラム」を実施しています。2022年3月期は、

後継者育成
次世代の経営人材、幹部人材の確保に向けて、2つの選
抜研修を実施しています。次世代経営人材の育成に向けた
「新未来創発塾」は、毎年 5〜8 名の役員登用候補者が受講
しています。

また、毎年15〜20名の部室長登用の候補者が受講する「選
抜GM課長研修」を実施しています。

2022 年 3月期までの 5 年間で86 名が受講し、その中から
51名が部室長に昇格しています
（2022年3月期末時点）
。

2022 年3月期までの5年間では31 名が受講し、その中か
ら12名が役員に登用されています
（2022年3月期末時点）
。
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エンゲージメント向上への取り組み
新たな長期経営ビジョン「Group Vision 2030」において、
「人的資本の最大化」はNRIグループの重要テーマです。従業員エンゲージ
メント向上を通じて、人的資本の最大化を目指す取り組みとして、2022年3月期よりNRIグループ全体で「働きがい共創」活動を実施して
います。

組織状態の「見える化」
（エンゲージメントサーベイの実施）
従業員の働きがいを把握し、会社全体で働きがいを共創

策立案の参考材料とするだけでなく、職場のエンゲージメン

していくために「従業員エンゲージメント」を計測しています。

ト向上活動に活用するため社内イントラネットで従業員に

調査にはエンゲージメント測定ツール「Wevox 」を利用し、

開示しています。

※1

年に1 回
（毎年 6 月）
、NRIおよび一部の NRIグループ会社

※2

の社員を対象に実施しています。調査結果は、各種人事施

※1 ㈱アトラエ提供のツール
※2 NRIからの出向者が多くを占める、NRIセキュアテクノロジーズ㈱、NRIワークプレイ
スサービス㈱、NRI社会情報システム㈱、NRIデジタル㈱、
（ 公財）
野村マネジメント・
スクールのグループ会社5社。

エンゲージメントスコア
（NRIスコアと業界平均）
エンゲージメントスコアをA-Fランクの指標でランク付け

NRIスコア：70

＜参考＞
Wevox利用企業のうち
「SIer・受託開発」業界の平均スコア：67（2021年6月）

10

20

F

30

E–

40

E

E+

（2021年6月）

50

D–

D

60

D+

C–

70

C

C+

80

B–

B

90

B+

100

A

「組織開発」プログラムの提供
組織状態を「見える化」
した後、より働きがいのある組織

交えながら参加者同士で学ぶ研修型プログラムなどを用意

づくりに向けた「組織開発」プログラムを2022年3月期より

し提供しています。2023年3月期からは新任管理職向け研

社員向けに提供開始しました。社員が好きなタイミングで

修にも組み込み始め、NRI全体の「組織開発」力を底上げす

手軽に学べる動画プログラムや、組織開発について実践を

るよう働きかけています。

「働きがい」を支える風土醸成
（イベントなどによる情報発信）
すべての従業員が主体的に「働きがい共創」に取り組め
るように、様々な形での情報発信を通じた風土醸成にも力
を入れています。

2022年3月期から全社エンゲージメントサーベイ実施に
合わせて「働きがい共創フォーラム」を開催しています。当
フォーラムへは例年 700 名近い従業員が参加し、社内外の
エンゲージメント向上に関わる情報を共有しています。また、
同時に社内イントラネット上に「働きがい共創サイト」を立
ち上げ、社内の様々な組織における働きがい共創活動の事
例などを定期的に発信しています。
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働きがい共創フォーラム

ダイバーシティ&インクルージョンの推進と人権尊重
NRIでは、人材・リソース戦略に掲げる「社員の活躍推進」のため、ダイバーシティ&インクルージョンを推進しています。また、NRIの
事業活動から影響を受ける、すべての人々の人権尊重に取り組んでいます。

NRIにおけるダイバーシティ&インクルージョン

NRIのダイバーシティ&インクルージョン推進活動方針
年齢、世代が異なっていても、
互いの強みを認め合い
活躍する

男女問わず「活躍し続ける」
職場環境づくりを進める

NRIでは、様々な強みや個性を持つ社員一人ひとりの総力
を結集することが組織の強みにつながると考えており、多様
な社員がみな、活き活きと働き、挑戦し続けられる職場環境
づくりを目指しています。全社員向けにダイバーシティ&イン

多様なキャリア・
専門性を持つ社員が
活躍する

ジェンダー

世代

（性別）

様々なライフスタイル
（育児・介護、健康状態
など）
を持つ社員一人
ひとりが活躍し続ける

クルージョンの理解を促進するeラーニング
（アンコンシャス・
バイアスや性的マイノリティ理解等）
を提供しているほか、右

キャリア
専門性

図にある7つの領域のうち、近年は「ジェンダー
（性別）
「
」キャ
リア・専門性」
「世代」の3つを重点領域として活動しています。
女性活躍推進の取り組み

障がいの
有無

SOGI

（NWN）の活動を継続しています。仕事
Women s Network
い環境づくりを行い、ライフイベントを経ても女性が働き続

多様な人材の
連携と結集

クロス
カルチャー

2008 年に社 長 直 轄 の プ ロジェクトとして 始まった NRI
と育児の両立のための制度や研修整備など女性が働きやす

ライフ
スタイル

（育児・介護・
健康）

（性的指向・性自認）
文化的背景や価値観を互いに
尊重しながら活躍する

障がいの有無に関わらず、全社
員が心のバリアフリーを持つ
性的マイノリティに関する
基本的な理解を促進する

けることを当たり前のこととしました。2016年3月期からは
「リーダー育成プログラム」
、2019年3月期からは女性役員が
講師を務める
「リーダー養成塾」
と女性のキャリアアップを促
す施策を行い、女性管理職比率の向上を実現しました。
経営会議・取締役会の場においても、女性幹部登用をはじ
めとしたダイバーシティ推進について議論が行われており、

2022年3月期からはダイバーシティ推進の取り組みを本部ご

女性活躍推進法に基づく行動計画
期間

2019年4月〜2023年3月

目標

1. 女性管理職比率を2023年3月期末までに8.5%以上にする
（女性管理職を100名以上新たに登用する）
2. 女性の採用比率を30%以上にする
3. 管理職に対するダイバーシティ・マネジメントに関する
さらなる意識啓発を行う

とに評価して、賞与加算をしています。さらなる女性役員・管
理職の登用に向け、各本部長と次の候補者を確認し、ジョブ
アサイン・育成計画も意識しながら、女性の活躍推進に取り
組んでいます。
中途入社社員の活躍推進に向けた取り組み

取り組み

1. 管理職育成を目的とした女性社員向けリーダー育成プログラムを継続
する
2. 女性学生の応募増加施策を継続する
3. 多様な個性や価値観を持つ社員に対する管理職のマネジメント
責任および育成責任の啓蒙施策を実施する
4. 社員が多様な働き方を選択できるための、制度改革を実施する

世代間の融合、シナジー強化に向けた取り組み

NRIではDX戦略・グローバル戦略を推進するため、中途採

NRIでは、10 代から60 代まで幅広い年齢層の社員が働

用を強化しています。中途入社社員が、いち早く新しい職場

いています。世代の違いから生じうる、考え方や価値観の

に慣れ、存分に専門性・能力を発揮する環境を整えるため、

ギャップについても、違いを尊重した上で、互いの強みを認

入社時オンボーディングを強化しています。2021年3月期よ

め合える環境づくりが必要です。
「世代」のインクルージョン

り中途入社社員と社長の

をテーマとした管理職向けD＆Iセミナーを開催し、部長・課

交流イベントを半期に一

長層のマネジメント意識向上を図っています。

度開催しているほか、フォ
ローアップ面談や社内人
脈づくり支援を実施して
います。
中途入社社員懇親会
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仕事と出産・育児・介護の両立支援
NRIでは、男女共に仕事と育児を両立しやすい職場づくり

また、仕事と介護の両立を推進するため、介護休業や介

を進めています。育児休業に加え、2017 年 1 月に「パート

護短時間勤務などの制度を設け、介護セミナーを定期的に

ナー出産休暇」を制定、男性の育児参加を促しています。

開催しています。

2021 年 3月期からは育休復帰後の「両立支援研修」に男性
育休取得者も参加しています。2017年6月に横浜総合セン
ターに開園した事業所内保育所「ゆめみなと保育園」では、
社員の希望するタイミングでの復職とキャリア形成を支援
しています。

両立支援研修で育児休業取得経験を語る社員

障がい者の活躍支援
NRI特例子会社※のNRIみらい㈱では、様々な障がいのあ
る社員が、NRIグループの働き方改革に貢献できるように、

※ 障がい者の雇用促進のために特別な配慮をし、一定の条件を満たした子会社を指す。
国から認定を受けることで、特例子会社で雇用する障がい者は親会社が雇用しているも
のとみなされる。

会議室やライブラリーのセッティング、研修支援、社内便の
集配送、用度品管理等のほか、社員へのマッサージサービス
や木場オフィスでのカフェ運営なども行っています。
また、障がい者雇用および特例子会社の経営課題や動向
に関する定点調査と発表を行うなど、障がい者の雇用機会
拡大に向けて取り組んでいます。なお、2022年6月現在の、

NRIとグループ適用会社の障がい者雇用数は191名
（雇用率
2.42%）
となっています。

カフェ
「そらかふぇみらい」を運営するNRIみらい㈱の社員

人権尊重の取り組み
NRIは、人権尊重を重要な社会的責任と考え、
「 国際人権

たい要件をまとめた「NRIグループビジネスパートナー行動

章典」や「ビジネスと人権に関する指導原則」などの国際規

規範」を2021年4月に制定しました。現在、社外委託先や購

範を基に2019年2月に「NRIグループ人権方針」を策定し、人

買先などのビジネスパートナーに周知し、理解と協力を求め

権尊重の取り組みを推進しています。また、AI
（人工知能）
の

ています。

開発や利活用に関わる企業として、AIによる負の影響を低減

NRIの方針や取り組みをステークホルダーの皆様にご理

させながら、適切な開発・利活用を進めることが不可欠と考

解いただき、コミュニケーションを図りながら、今後も人権尊

え、2019年10月に「NRIグループAI倫理ガイドライン」を策

重の取り組みを深化させていきます。

定しました。また、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」
に則り、NRIおよびグループ各社を対象に人権デューデリ
ジェンスを実施しています。加えて、人権を含むESGに関す
る研修
（eラーニング）
も行い、社内啓発を図っています。

NRIは、サステナブル調達のさらなる推進のため、既存の
「NRIグループ調達方針」および「NRIグループビジネス行動
基準」の用語・表現を見直すと共に、人権尊重、法令遵守、
地球環境保全など、ビジネスパートナーに遵守していただき
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NRIグループ人権方針
https://www.nri.com/jp/sustainability/social/policies#jinken
NRIグループAI倫理ガイドライン
https://www.nri.com/jp/sustainability/social/policies#AI_Ethics_Guidelines
人権報告書
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/sustainability/library/
back_number/human_rights_report.pdf

NRIグループビジネスパートナー行動規範
https://www.nri.com/jp/company/partner_code

働き方改革の取り組みと健康経営
NRIでは、働き方改革を進めることで、長時間労働を抑えてワーク・ライフ・バランスの向上を促進し、自身の健康や家庭生活も大切に
しながら能力を十分に発揮できる環境を目指しています。

働き方改革の取り組み
NRIでは、1994年より、当時の日本としては先進的な取り組み
として裁量労働制を取り入れており、
「時間にとらわれない働き方」
を促進してきました。
また、2016年から2017年にかけて、東京・横浜・大阪の各拠
点を新たなオフィスビルに移転し、
「ヒト・モノ・コト・情報・目的
をつなげ、新しい価値を生み出す」コンセプトのもと、
「場所にと
らわれない働き方」を実現するオフィススペースにしています。
テレワークやサテライトオフィスの利用も拡大しており、2018年

3月期に発足した働き方改革推進委員会を中心に、より一層、生
産性高く柔軟な働き方の実現を後押ししてきました。現在は、テ
レワークと出社勤務を組み合わせた新しい働き方による生産性

新たなワークスタイルを実現する新オフィス

向上に取り組んでいます。

NRIでは、こうした働くインフラに加え、事業本部ごとに業務
の内容や特性に合わせた「働き方改革」に取り組むなど、多様な
人材が共創できる企業文化を醸成しています。

NRI健康宣言2022
基本方針：NRIグループは、社員一人ひとりが自らの健康に対して、正しい知識・
認識に基づき、長期的なQOLの向上に積極的に取り組むことを支援します。

健康経営

1

生活習慣病を減らす
・社員の人間ドック・健康診断の予約状況・受診状況を管理し、
受診を促進
・主要なオフィスに健康管理室を設け、産業医が対応する
体制を構築

2

ストレスを減らす
・労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施
・仕事上の悩みの相談窓口
（社内・社外）
を設置

3

喫煙率を減らす
・禁煙サポートを導入
・事業所内喫煙スペースを閉鎖

4

ワーク・ライフ・バランスを推進
・時間外・休日労働を削減
・有給休暇の取得を促進
・業務効率化、会議効率化、朝型勤務など、現場主導で取り組む
スマート・ワークスタイル・キャンペーン
（SWC）
を実施

社員のQOL
（Quality of Life）
の向上に資する「健康経営 」の
※

実現を目指すために、NRIでは、CEOが健康経営担当チーフヘ
ルスオフィサー
（CHO：Chief Health Officer）
も兼任し、4つの活
動目標を軸に、組織の活性化や生産性向上に向けて、様々な制
度の整備や取り組みを進めています。また、2022年3月期には
社員や家族、取引先パートナーにも対象を広げ、新型コロナワク
チン職域接種を実施しました。
※ 従業員の健康支援を通じて会社の利益を生もうとする経営方針のこと。健康経営は
NPO法人健康経営研究会の登録商標

NRIに対する外部評価
◯ 2017年に「えるぼし」で最高位
（3段階目）
の認定
（女性活躍推進法に基づく厚生労働大臣の認定）
◯ 2017年から6年連続で「なでしこ銘柄」に選定
（東京証券取引所と経済産業省が選定する女性活躍推進に優れた企業）
◯ 2007年より
「くるみん」の5期連続取得、

2018年「プラチナくるみん」の特例認定
（
「次世代育成支援対策推進法」に基づく子育てサポート企業の認定）
◯ 2017年から6年連続で健康経営優良法人
（大規模法人部門）
「ホワイト500」に選定
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価値共創を支える仕組み

知的・製造資本

NRIの競争力の源
NRIグループは、創業来の研ぎ澄まされた洞察力と緻密な実装力を活かした高付加価値サービスを提供してきました。知的資本は、
NRIグループのなくてはならない力強い競争力の源であり、他社との違いを際立たせる重要な要素です。知的資本の蓄積と活用によっ
て個の力を、組織を超えた比類なき組織力に昇華すると共に、時代を超えて知識・ノウハウを継承しています。こうした知的資本のマ
ネジメントを通じて、NRIグループはお客様との長期的な関係を続け、事業の成長を実現しています。

知的資本
卓越したビジネスモデル
コンサルティング

進化し続けるブランド

ITソリューション

- 業界・業務知識、技術知識
- 顧客の経営課題認識
- 提案書、報告書、調査データ
など

優れた洞察力

- 開発・運用ドキュメント
- ソフトウェア資産
（共同利用型サービス、
デジタルIP、アルゴリズム等）
など

高度な実現力

- 政策提言
- 市場予測・調査
（知的資産
創造、ITロードマップ等）
- 未来創発フォーラム、
情報発信など

コンソリューション

- 品質、顧客満足度
- 社会インフラとしての実績
- 業界トップ企業への
サービス実績など

信頼感・企業イメージ

特許権

著作権

商標権

意匠権

事業展開を支えるケイパビリティ
組織力を高めるナレッジ
- コンサルティングフレームワーク、業界ネットワーク、実行支援ノウハウ、
アナリティクス手法・ツール
- ITソリューションノウハウ・規程
（NRI標準フレームワーク、プロジェクト
マネジメント、システム運用、データセンター運営等）
など

組織力を支えるプロセス
- 品質監理
（NRI-QMS、システム開発会議、情報セキュリティ管理、
パートナー推進等）
- 生産革新
（各種ツール、エンハンスメント業務革新活動、製品・技術情報等）
- 事業開発
（事業評価委員会、研究開発委員会、ステージゲート管理等）
など

卓越したビジネスモデル
NRIグループは、コンサルティングとITソリューションとい

開発・運用ドキュメントやソフトウェア資産
（アルゴリズム等）
は、

うビジネスの両輪が、継続的かつ同時並行的にお客様の改

NRIグループの貴重な財産です。こうした知的資本を築き上

革を支える独自のビジネスモデルを有しています。コンサル

げることにより、お客様の経営に対する提言や事業戦略の立

ティング業務における業界・業務知識やお客様の経営戦略・

案、さらには共同利用型サービスやAIを活用したDXプラット

課題に対する深い理解、さらにITソリューション業務における

フォーム等を実現し、高い付加価値を生み出しています。

顧客と共にDX戦略を推進するコンソリューション
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企業のDX戦略は「ビジネスをIT化」する時代から、
「ITに

NRIグループは、業界知識・業務プロセスに精通した

よってビジネスを創り出す」時代へと変化しています。こ

コンサルタントと、テクノロジーを駆使し、プロジェクト

の流れを加速するために、NRIは様々な企業と協業しなが

マネジメントにも長けたシステムエンジニアが顧客に伴走

ら事業を推進し、お互いの強みとなる知見やノウハウ、

しながら、効果検証を繰り返し、成果を顧客と分かち合う

技術を持ち寄ることで、新しい価値を次々と生み出して

独自のビジネスモデル「コンソリューション」を実践して

います。

います。

野村総合研究所

このコンソリューションは、NRIが、コマツ、NTTコミュニ

コマツ
NTTコミュニケーションズ㈱
ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱
NRI

ケーションズ㈱、ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱
と共に設立した「㈱EARTHBRAIN」によるDXスマートコン
ストラクションにも活かされています。

㈱EARTHBRAIN

https://www.earthbrain.com/

㈱EARTHBRAINは、建設業界にDXをもたらし、安全性、生産性、
環境性の飛躍的な向上を実現するために発足しました。NRIは、
デジタル化によるビジネスモデル変革の知見を活かしたソリュー
ション開発・サービス、ノウハウ提供などで建設業界のDXを支
援していきます。

進化し続けるブランド
日本初の民間シンクタンクを源流のひとつとするNRIグルー

グループが提供するITソリューションは、金融市場や人々の

プは、消費者動向調査や未来予測に基づいた社会提言・情

暮らしを高度な実現力で支える、いわば社会インフラとして

報発信を強みとしています。社会・業界を独自の優れた視点

高い品質と信頼性を誇っています。こうした活動は、NRI

で洞察し、その成果を書籍やフォーラム、メディア等を通じて

グループの信頼感と企業イメージの向上に大きく寄与して

広く社会に発信し、高い評価と信頼を得ています。また、NRI

います。

未来社会を洞察する専門家集団の挑戦

価値の発揮方向

NRIグループのシンクタンク機能を担う未来創発セン
ターは、不透明さを増す日本・世界が直面する社会課題・
経済課題を将来にわたって洞察し、科学的な判断に基
づき、その処方箋を提言・発信する「未来志向型シンク
タンク」を目指しています。

Growth
Innovation

Sustainability
well-being

Data-analytics
Data-security

公的ID・公共DXと社会のあり方研究

資する様々な提案を行います。また国内外の主体との

成熟・脱炭素時代の社会インフラ研究・・・

連携を進めつつ、課題解決に資する先駆的な取り組み
テーマドメイン

社会・産業・生活・地域などの領域における独自の調

デジタル活用

デジタル社会像の研究

来像を描きつつ、日本の競争力向上、社会課題解決に

蓄積した知的財産の情報発信によるプレゼンス向上

社会課題解決

社会・産業・インフラ

各領域で高い専門性を有したメンバーが、社会の未

を支援していきます。

競争力・
成長力獲得

生活・雇用・人材
生活者の価値観・ライフスタイル研究
雇用・人材に関する政策研究
デジタル人材
（データサイエンティスト）
研究・・・

査・研究活動成果をフォーラム等の場で広く情報発信
することによって、分析・提言力への信頼性を高め、未
来社会のあり方を提起する主体としての存在感を発揮
しています。今後も、社会の変容を敏感に捉え、意欲的
に新規領域の開拓を行うとともに、活動成果を発信し、

地域・都市・国土
地方創生とローカルハブ
（自立〈独立〉都市圏）
の研究
イノベーションプログラムの推進
地域DXの推進・・・

知的財産として戦略的に活用していきます。

これらを保護する様々な知的財産権
知的資本を維持・拡充し、NRIグループの競争優位性を高

に連携し、ビジネスモデルおよびブランドの形成に寄与する

めるため、知財部門は戦略的かつ継続的な活動を推進して

知的財産権の保護・活用に取り組んでいます。

います。IPランドスケープ 等の手法を用いて関連部門と密

※ 知的財産の動向を軸に事業環境を捉えて戦略立案に活かす手法

※
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価値共創を支える仕組み
知的・製造資本

事業展開を支えるケイパビリティ
NRIグループの卓越したビジネスモデルと進化し続けるブランドは、個々の人材の知識・経験・ノウハウを集積し、
「組織知」化したナレッ
ジとプロセスが支えています。定期的に開催するシステム開発会議をはじめとする品質監理活動や、絶え間ないエンハンスメント業務
革新活動等から導かれる生産革新手法は、組織力を支える重要なプロセスです。そして、このプロセスから、各種コンサルティングフレー
ムワークや、各種ITノウハウ・規程といった組織力を高めるナレッジが蓄積されています。こうしたプロセスとナレッジは、ビジネス
モデルとブランドによる事業展開を支えるケイパビリティとして、重要な知的資本の要素となっています。

NRIの品質マネジメント
NRIは創業以来、一貫して「品質へのこだわり」を重視してきました。社会インフラとしての情報システムを担う責任の大きさを認識し、
サービスの品質向上に取り組んでいます。

NRIの品質フレームワーク

ナビゲーション

ソリューション
情報システムの
企画・構築

経営戦略立案

情報セキュリティの品質

情報システムの
保守・運用

稼働システムの品質
情報システム構築の
品質

クラウドサービスの品質
センター運営の品質

働く環境の品質

情報システムの品質向上への取り組み
NRIでは、情報システムを新規に構築するプロジェクトから、保守・運用のプロジェクトに至るまで、品質監理や生産革新を専門とす
る組織を中心に、全社を挙げて品質にこだわり、支える体制を整えています。
収集・蓄積したナレッジを社内のウェブサイトに掲載し、ノウハウ・事例を全社で共有する取り組みを進めています。

情報システムの品質向上に向けたプロジェクト支援体制
NRI-QMS
（品質マネジメントシステム）

情報システム
新規構築
プロジェクト

NRI
標準フレームワーク
計画

プロジェクト監理
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生産革新

構築

障害管理

情報システム
エンハンスメント
プロジェクト
リリース

リスク管理

運用・改善
エンハンスメント
業務革新

情報システム構築の品質を支える

プロジェクト監理活動

プロジェクト監理活動

社内レビュー体系

情報システムを新規に構築するプロ

全社プロジェクト
ウォッチング活動

経営会議

ジェクトに対して、
「 監視機能」と
「推進・

・プロジェクトの認知
システム開発会議

います。NRIでは、各プロジェクトを実践・

提案・見積審査
委員会

成功させるための「管理」とは別に、プロ
ジェクトの品質向上を目指し、問題の早

システム開発
委員会

システムリリース
委員会

プロジェクト

支援機能」の両面で各事業本部を支えて

・定例報告からの
ウォッチング
・各種レビュー、
定例会への参加
・プロジェクト
成果物の確認

期発見、早期対策を支援する
「プロジェク

・プロジェクト
状況評価と対策

本部設計会議

ト監理活動」を推進しています。
社内レビューを単なるプロセスチェック
に終わらせず、各本部から集まった委員

部内設計会議／
プロジェクト内レビュー

がシステムの内容にまで厳しくチェックを
行うことにより、高品質を実現しています。

人材育成の場としてのプロジェクト監理活動
プロジェクトのレビュー会議は審議対象のプロジェクトマネージャーだけではなく、レビュアーとして参加する社員、陪席するプロ
ジェクトマネージャー候補の社員の学びや成長の場としても機能しています。
PM経験者がレビュアーに
他本部・他部・他チームからの
客観的な指摘
（他山の石）

PM

レビュアー

若い経験途上のPMでも
リスク対処ができる

他本部・他部・他チームの
プロジェクトを多数評価
領域を超えて活躍できる
PM人材としてさらに成長

レビュアーや陪席経験を通じ PM・PMO※・プロジェクト管理人材に
※ プロジェクト・マネジメント・オフィス。NRIでは、PM経験者がPMOに入り、新任PMの側面支援をするケースが多い

稼働システムの品質
完成した情報システムを高い品質で保守・運用していくことは、お客様との信頼関係を築くだけでなく、お客様や社会の活動を支え、
その発展に貢献するための活動であり、新たな「改善・提案」の機会を生み出します。

NRIでは、このような意味で、保守・運用プロジェクトを「エンハンスメントプロジェクト」と呼び、新規のシステム構築プロジェクトと同
様に重視しています。

生産革新の取り組み
社会環境が大きく変化する一方で、長年保守・運用しているシステムの複雑
化などにより、従来の手法を変える挑戦の重要性が増しています。NRIでは各
事業本部での生産性・品質向上に関する取り組みを全社横断的に共有し、革
新的な取り組みを表彰する
「DX生産革新フォーラム」を2011年3月期から毎年
開催しています。

ITサービス業界のリーダーとしてあくなき「カイゼン」を続け、新たに挑戦す
る組織風土を醸成しています。

DX生産革新フォーラム 授賞式の様子

社会インフラを支えるクラウドサービスの品質
多くのユーザーが共同で利用するクラウドサービスは社会システムを支える存在であり、安全・安心な運営が求められます。

NRIでは、各機関が発行しているガイドラインを基に、社内で基準を定め、定期的にリスク評価を行い、対策を実施しています。また、
独立した組織でこれらの運営について定期的に監査や評価を行い、改善プロセスを回すことで、高い統制、セキュリティ品質を確保、維
持しています。
統合レポート2022
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価値共創を支える仕組み
知的・製造資本

安定稼働を支えるセンター運営品質
情報システムの安定稼働には、情報システム自体の品質に加え、その情報システムを管理・運用するデータセンターの運営品質も非
常に重要です。

NRIでは、情報システムの安定稼働を担保し、安全・安心なサービス品質を提供するため、データセンターサービスに関わるリスクの
可視化、各種センター障害を想定した対応訓練、センター設備を連動させた点検などを行っています。これらの取り組みについては、
第三者機関による認証や保証を取得しています。
主要なデータセンター
【関東地区】

【関西地区】
東京第一データセンター

大阪第二データセンター

竣工：2012年

竣工：2016年

延床面積：38,820m2

延床面積：15,000m2

受電能力：4万KVA

受電能力：7,500KVA

横浜第二データセンター
竣工：2007年
延床面積：15,888m2
受電能力：1.5万KVA

安全・安心フォーラム
データセンターの安定稼働はNRIの社会的使命です。その使命のもと、毎年、
「安全・安心」をテーマにフォーラムを開催しています。2022年3月期は、企業
における事故・失敗の原因を解明する「失敗学」を研究されている東京大学大
学院工学系研究科教授中尾政之氏を講師に迎え「失敗の予防学」をテーマに
講演をいただきました。
本フォーラムでは、
「考える」
「学ぶ」
「忘れない」をコンセプトに、外部専門家
による安全に関する講演のほか、社員一人ひとりが考えた「安全・安心」に対す
東京大学大学院工学系研究科教授

る標語の中から優秀な標語を表彰するなど、情報システムの安定稼働に対す

中尾 政之氏

る誓いの場としています。

NRIに対する認証や保証の一例
・ISO9001
（品質マネジメントシステム）

SO

fo r

Ser v

i c e O rg a n i z a

ti o

n iz a ti o n s
O rg a
ic e

aicpa.org/soc4so

C

rv

・ISO27001
（情報セキュリティマネジメント）

AICPA
SOC

Se

・ISO14001
（環境マネジメントシステム）
・ISO20000
（ITサービスマネジメント）

ns

|

™

・ISO27017
（クラウドサービスセキュリティ）
・SOC1/SOC2保証報告書
（内部統制の保証報告書）
※
・Uptime Institute M&O
（アップタイム・インスティテュートが定めた、データセンター運営におけるグローバルな認証基準）

※ 東京第一データセンター、横浜第二データセンター、大阪第二データセンターが認証取得
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情報セキュリティの品質
NRIは、金融、流通など社会を支える重要なインフラを運用し

情報セキュリティ管理体制

ています。いかなる時も、サービスを継続し、重要情報を守るた

NRIは、情報セキュリティ統括責任者を任命し、組織全体とし

めに、高度な情報セキュリティ管理の枠組みを確立することで、

て情報セキュリティ管理体制を整えています。すべての事業本部、

お客様や社会から信頼され続けるよう努力しています。

グループ会社に情報セキュリティの責任者と担当者を配置し、
組織横断的な活動を行えるメッシュ構造を構築しています。これ

情報セキュリティに関する方針

により、情報セキュリティ施策の促進に加え、情報セキュリティ障

NRIは、法令を遵守すると共に情報サービスを提供する企業
が果たすべき役割を十分に認識し、社会の範となる高度な情報
セキュリティマネジメントの枠組みを確立させて、お客様や社会
から信頼をいただける企業であり続けることを宣言します。

害やサイバー攻撃などの、緊急事態への迅速かつ的確な対応を
確実に行うことを可能にしています。
また、先端的な情報技術の調査・研究等を行う専門組織や、
情報セキュリティに関する専門会社であるNRIセキュアテクノロ
ジーズ㈱
（以下、NRIセキュア）
をグループ内に有し、その技術や

情報セキュリティ対策についての宣言文
https://www.nri.com/jp/site/security_declare

ノウハウ、知識を各種施策の立案、実施に活かしています。
国内外の各グループ会社については、会社ごとに情報セキュ

情報セキュリティに関する関連規程
情報セキュリティに関わる法令や情報技術の進展に対応して、
「情報セキュリティ管理規程」
「 機密情報管理規程」
「 個人情報管
理規程」
「特定個人情報管理規程」
「情報資産管理規程」などの管
理規程を、適宜新設、ないしは改訂しています。

リティの責任者および担当者を任命し、拠点内の体制整備と情
報セキュリティ向上計画の作成を指示しています。また、NRIグ
ループとしての情報セキュリティ対策基準を設け、基準達成に向
けた改善活動を推進しています。

また、それぞれの管理規程に対し、実施要領やガイドライン、
マニュアルなどを用意し、一貫性と実効性のある情報セキュリティ
管理が行われるようにしています。
情報セキュリティ管理体制
企画・推進
本社機構

情報セキュリティ
統括責任者
情報セキュリティ
活動のレビュー

（総務部、法務・知的財産部、

情報セキュリティ
推進委員会

支援

経営企画部
（統合リスク管理室）
など）

（施策推進部署の

情報セキュリティ部

担当役員・部室長などで構成）

NRIセキュアテクノロジーズ

実践
本部責任者

部室責任者

社員

本部
情報セキュリティ
担当者
部室内
情報セキュリティ
担当者

支援

NRIワークプレイスサービス
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価値共創を支える仕組み
知的・製造資本

情報セキュリティに関する教育
情報セキュリティ意識の啓発や、規程類の周知、設計開発時に

サイバー攻撃への対応
サイバー攻撃対策として、ウィルス対策ソフトおよびEDR※1の

おけるセキュリティ品質向上などのため、継続的に情報セキュリ

導入、ハードディスクの暗号化、各種セキュリティデバイス
（ファ

ティ教育を実施しています。また、本部やグループ会社の特性

イアウォール、WAF※2、振る舞い検知型マルウェア対策※3など）

に応じた個別研修も実施しているほか、海外拠点向け研修は、

の導入など、システムによる防御のためのシステム対応だけで

英語や中国語でも受講できるようにしています。集合研修のほか、

4
は不十分であると認識し、CSIRT※（情報セキュリティ事故対応

eラーニングも積極的に取り入れています。

のための体制）
を整えています。
サイバー攻撃を受けても攻撃が成功しないようにする防火型

個人情報
（個人番号を含む）
の取扱い

NRIは「個人情報保護方針」を定め、
「個人情報の取扱いにつ
いて」を公開しています。社員はそれらに沿って、個人情報の保
護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律
（いわゆるマイナンバー法）
、その
他関係法令を遵守しています。
また、個人情報保護委員会が定める法令・ガイドラインの改
正にも対応するなど、社会的な要請の変化にも柔軟に対応して
います。
個人情報保護方針
https://www.nri.com/jp/site/security
個人情報の取扱いについて
https://www.nri.com/jp/site/privacy

の活動として、脆弱性情報、攻撃情報などを収集、評価、共有し、
組織的かつ迅速、適切に対策を講じています。標的型攻撃メー
ルの体験型訓練などの教育、訓練も実施しています。
※1 Endpoint Detection and Responseの略。PCやサーバー
（エンドポイント）
における
不審な挙動を検知し、迅速な対応を支援するソリューション
※2 Web Application Firewall：ウェブアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃を検出、
あるいはその攻撃を防御するシステム
※3 標的型攻撃に使われるマルウェアは、その会社専用に作られる場合など、ウイルス
対策ソフトでは検知・駆除できないことがある。このため、サンドボックスと呼ばれる隔
離環境で、マルウェアと思しきソフトウェアを動作させ、情報搾取やそのための事前活
動といった振る舞いをしないかを調べ、駆除するための対策とする
※4 Computer Security Incident Response Team： コンピュータインシデントに関する
通知を受け取り、適切な対応を実施する組織
（チーム）
またはその機能

国内外の調査会社に情報セキュリティ市場のリーダーと評されるNRIセキュア
NRIセキュアは、米国大手リサーチ・コンサルティング会社、Frost & Sullivanが主催する「ベスト
プラクティスアワード」において、マネージドセキュリティサービス部門の最高位表彰である
「ジャパン
マネージドセキュリティサービスプロバイダーオブザイヤー」を2017年から5年連続で受賞してい
ます。また、米国Forrester Research発行の「マネージドセキュリティサービス」や「企業向け不正管
理ソリューション」に関するレポートでは、代表的なグローバルベンダーの1社として紹介されてい
ます。
Frost & Sullivan「2021 ジャパン マネージドセキュリティ
サービス プロバイダーオブザイヤー」を受賞

働く環境の品質
NRIでは、心身共に活き活きと働き続ける職場環境づくりを目
指して様々な取り組みを進めています。東京本社、横浜総合セン

ています。さらに、2020年6月からは独自のデジタル技術を活用

ター、大阪総合センターのいずれのビルも執務室のフリーアド

し、NRIへ来訪されるお客様やパートナーの企業の社員並びに

レス化と会議室等共用スペースのオープン化を実現するなど、

NRI社員の健康を守るため、オフィス内の3密を避け、訪問者の

ワークスタイルの革新や組織の風土革新を推進し、より働きや

発熱を検知するデジタルソリューションの導入を開始するなど、

すい職場の実現に取り組んでいます。また、プロジェクトマネー

働く環境の高度化に継続的に取り組んでいます。

ジャーやプロジェクト管理部署がプロジェクトメンバーの残業時
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間を日次で把握できる仕組みを導入し、社員の健康面に配慮し
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社会・関係資本
ステークホルダーとの協働
NRIは、
「お客様」
「社員・家族」
「株主・投資家」
「ビジネスパートナー」はもちろんのこと、
「消費者」
「メディア」
「地域社会」
「業界団体・同
業他社」
「行政」
「教育・研究機関」
「学生」
「NGO・NPO」などとのつながりも大切にしています。

有識者ダイアログ
NRIでは、グローバルなサステナビリティのトレンドを理解し、経営戦略やリスクマネジメントに反映するため、2011年3月期より毎年、
外部有識者の方々とダイアログを行っています。2021年11月19日に第10回目となる
「有識者ダイアログ」を開催し、3名の有識者の方々
と主に「中期経営計画におけるサステナビリティの位置づけ方」
「ダイバーシティの推進について」
「ESGの動向」について意見を交わし
ました。

水口 剛氏
高崎経済大学
学長

日比 保史氏

小野塚 惠美氏

コンサベーション・
インターナショナル・
ジャパン
代表理事

マネックスグループ
カタリスト投資顧問㈱
取締役副社長COO

（所属・役職は2021年11月時点のもの）

中期経営計画における

ただ単純に特定の指標への採用を報酬決定の要素とする

サステナビリティの位置付け

よりも、実質的に企業価値につながる指標と取締役の報酬
がリンク付けされている方が良いと考えています。

水口氏：サステナビリティを経営戦略に位置付けるためには、
ネガティブな影響を減らし、ポジティブな影響を増やしてい

水口氏：単純にサステナビリティの指標と報酬を結びつけ

くことが重要です。ネガティブな影響としては、データセン

るという話ではなく、取締役会がコミットメントして、戦略

ターの脱炭素化は必須で対応すべきと考えます。再生可

に統合するというストーリーがあるからこそ、最後に報酬

能エネルギー化は進んでいるようですが、よりアグレッシ

に結びつく意味があると考えます。報酬だけではなく、取

ブな目標を出してアピールすると良いのではないでしょうか。

締役会として何にコミットするのかが重要なポイントです。

ポジティブな影響に関しては、
「 社会のパラダイム変革
を実現」をどの部署がどのような取り組みで実現するのか、

再生可能エネルギーの調達方法

今後詳しい情報を開示した方が良いでしょう。シンクタンク
としての立ち位置を前面に打ち出し、社会の方向性を提言

日比氏：NRIが社会価値を共創できるという意味でも、追

していくことがNRIにおけるサステナビリティの位置付け

加性※のある再生可能エネルギーを調達すべきと考えます。

のひとつになるのではないでしょうか。

NRIが追加性のある再生可能エネルギーを調達しても、消
費量という意味では、社会的なインパクトはそこまで大き

小野塚氏：投資家として、ROEを高めていくことや、さらな

くないかもしれません。しかし、発信力としてはとても大き

るグローバル展開により、財務的な成長戦略に適うような

いと思います。世界の中では日本は遅れてはいますが、日

サステナビリティのストーリーを併せ持つことを期待して

本の中でNRIが先行すべきです。

います。そのためには、ステークホルダーそれぞれに、何

※ 新たな再生可能エネルギーを生み出す投資を促す効果があること

が課題で、どのような時間軸で価値を提供していくのかと
いうことを企業の側から語り掛ける必要があると考えます。
サステナビリティの実績と
取締役報酬の連動
小野塚氏：欧州のIT企業では、取締役の報酬額の決定に従
業員エンゲージメントの結果を使用しています。投資家は、

NRI：いただいたご意見を踏まえ、研究開発においては、
社会課題起点のテーマの拡充を図っていきたいと思います。
また、今後のサステナビリティ方針のあり方を継続して議
論すると共に、市場動向や制度改定の状況を見ながら、よ
りよい形での再生可能エネルギーの調達可能性を引き続
き検討していきます。

2022年3月期 CSRダイアログ
https://www.nri.com/jp/sustainability/management/dialogue/2021/dialogue
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価値共創を支える仕組み
社会・関係資本

お客様との協働
NRIは、お客様に対して、誠実な営業活動を行うと共に、お
客様との契約を守り、お客様に満足していただけるサービス
の提供に努めています。
受託案件に関する総合的な審議
お客様からの業務の依頼に対して、品質・納期などの受託
者責任および案件の法律的・倫理的・経営的リスクを十分に
考慮した上で、右のような検討を行い、受託を決定しています。
お客様満足度調査
各プロジェクトで「お客様満足度調査」を実施し、プロジェ
クト全体に関する総合評価をしていただくと共に、提案力や

受託案件に関する主な審議項目

調査会社などの情報を活用した与信審査の実施
経営会議や各事業本部の会議における案件ごとの審議
事業の将来性
お客様満足度調査
（NRI単体）
の評価結果
「満足している」または「どちらかといえば満足している」と
回答していただいた比率
（5段階評価の上位2項目の合計）
（%）
100

90

60

50

策を実施するなど、サービスの品質向上に役立てています。

83.8

86.4

88.0

21.3

22.3

70

ます。
バックし、アフターフォローやサービス品質改善に向けた施

86.9

80

トラブル対応などについても具体的な意見をいただいてい
調査結果は品質監理部がとりまとめ、担当部署にフィード

84.6

18.3

19.3

20.3

調査は全事業ユニットを対象に実施しています。調査対象のお客様およびプロジェクト・サー
ビスは事業ユニットごとに一定の基準で抽出しています。

パートナーとの協働
NRIの事業は、社外委託先や購買先など、ビジネスパートナーとの協力の上に成
り立っています。そのため、健全な商習慣と法令に従った、相互に利益のある取引
関係を構築することを基本方針としています。
NRIグループ調達方針
https://www.nri.com/jp/company/partner

システム開発をパートナー企業に委託する際には、技術力、商品・サービスの品質・
納期・コスト、人員と体制、財務状況、コンプライアンスおよび情報セキュリティ管
理への取り組みなどを総合的に評価しています。海外のパートナー企業について
はさらに「外国為替および外国貿易法」などの法令に基づく審査も行っています。

パートナー・サステナビリティ・
ダイアログの開催
サステナビリティ活動の情報共有・
意見交換の場として、パートナー企
業とサステナビリティに関するダイ
アログを毎年開催しています。2022
年1月のダイアログは昨年に引き続
きオンラインで開催しました。過去
最多となる67社のパートナー企業に
ご参加いただき、サプライチェーン
全体で環境、人権問題などに取り組
む重要性を共有しました。

NRIとの業務に携わるパートナー企業の社員数は約13,000名にのぼり、そのう
ち約4割がNRIのオフィスに常駐、またはリモートワークを行っています。
また、適正な請負契約を維持するために「請負業務ガイドライン」を策定し、さら
に請負契約のパートナー企業社員の執務場所とNRI社員の執務場所を分離して、
パートナー企業社員に対してNRI社員が直接指揮命令するような「偽装請負」の防
止に努め、毎年自主点検を実施しています。
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サステナビリティ活動の協力の在り方に
ついて、パートナー企業と対話

情報開示・コミュニケーション
NRIでは、建設的な対話を通じて、株主・投資家の皆様の信頼を得ると共に、資本市場で適切な評価を受けるための努力を続けていま
す。フェアディスクロージャー
（公平な情報開示）
を基本に、NRIの事業や中長期的な成長戦略などの理解の促進と、株主・投資家層の
さらなる拡充に取り組んでいます。

株主総会充実に向けた取り組み
株主総会の活性化および議決権行使の円滑化に向けて、以下のような取り組みを行っています。
集中日を回避した株主総会日程の設定

招集通知
（要約）
の英文での提供

株主の皆様が総会議案の十分な検討期間を確保できるよ

株主名簿管理人である信託銀行によるインターネットを

う、招集通知の早期発送に加え、発送日よりも前にNRIおよ

用いた議決権行使機会を提供

び東京証券取引所のウェブサイトに掲載

㈱ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」によ

第 57 回 定 時 株 主 総 会：5 月 21 日 公 開 → 6 月 17 日 開 催
（約1ヵ月前）

る議決権行使機会を提供
株主総会終了後に、株主の皆様を対象に「経営報告会」を

ご承諾いただいた株主の皆様に招集通知の電子的送付を

開催

実施

ESG説明会の開催
NRIのサステナビリティ経営とESGへの

株主・投資家との対話の機会の充実

取り組みについて、投資家やアナリスト、メ

株主・投資家層の拡大を目指して、直接的・間接的なコミュニケーションに
よるNRIの事業活動や成長戦略の理解促進に努めています。2022年3月期は、
主に以下の活動を実施しました。
株主

にご参加いただきました。

機関投資家・
アナリスト

国内外での個別面談人数：延べ785名
国内：四半期ごとの決算説明会、個別面談に加えて、経営者とのスモール
ミーティング、事業説明会、ESG説明会等を開催
海外：オンラインによる海外ロードショーの実施に加えて、海外バーチャル
カンファレンスに参加

個人投資家

個人投資家説明会：計2回実施
（オンライン開催）
参加者数 延べ2,307名

株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対する説
明責任を果たすため、以下の活動をはじめとして、適時開示
の遂行と情報開示の一層の充実に努めています。
長期経営ビジョンや中期経営計画
（中長期の戦略、数値目
標等）
の開示

年開催しています。2022年2月にオンライン
で開催した第4回説明会には、96名の方々

株主アンケート：株主21,149名に発送し、5,217名より回答
（回収率24.7%）

適切な情報開示

ディアの方にご理解いただくことを目的と
した「ESG 説明会」を2018 年 3月期から毎

ESG説明会
https://www.nri.com/jp/sustainability/
management/esg/2018

NRIに対する外部評価
2021年度
（第27回）
ディスクロージャー優良企業
・ITサービス・ソフトウェア部門
・個人投資家向け情報提供部門
（公益社団法人日本証券アナリスト協会）

「情報開示会議」を設置し、開示資料の作成プロセスや適
正性を確認
ウェブサイトの「株主・投資家情報
（IR）
」にて、決算情報等
を速やかに掲載
個人投資家向けの専用サイトを設け、開示情報の充実とわ
かりやすさの向上を推進
統合レポート2022
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価値共創を支える仕組み

自然資本
地球環境への負荷低減
NRIグループは、持続的成長に向けた重要課題
（マテリアリティ）
のひとつに「地球環境への負荷低減」を挙げています。気候変
動問題および環境汚染を含む地球環境問題への取り組みを世界共通の問題であると認識し、コンサルティングとITソリューション
のサービスを提供する企業として、その創造力と技術力を活かし、すべてのステークホルダーと連携して持続可能な未来の実
現に貢献します。また、NRIグループが事業活動を行う中で、グループの全役職員が環境負荷低減に努めています。

環境目標
NRIは、2020年5月に「Business Ambition for 1.5℃」に署名

「SBT1.5℃目標」の2031年3月期目標を2022年3月期に9年前倒

し、2021年2月に、NRIグループを対象として世界の気温上昇を

しで達成する見込みとなったため、2022年2月に新たな温室効

産業革命前に比べ 1.5 ℃に抑えることを目的とした温室効果

果ガス排出削減目標を設定しました。

ガス排出削減目標を設定しました。この目標はSBTi※から1.5℃

※ SBTi：産業革命前からの気温上昇を2℃未満に抑えるため、企業による科学的根拠に基
づいた温室効果ガスの排出削減目標達成を推進することを目的として、気候変動対策
に関する情報開示を推進する機関投資家の連合体であるCDP、国連グローバル・コン
パクト
（UNGC）
、世界資源研究所
（WRI）
、世界自然保護基金
（WWF）
の4団体により設立
されたイニシアチブ。

目標の認定を取得しています。また、この目標達成に向けて

2019年2月にRE100に参加しました。その後、2022年3月期に
主要なデータセンターの使用電力を再生可能エネルギー由来

SBTiウェブサイト
（英語）
https://sciencebasedtargets.org/

に切り替えました。この取り組みにより、2021年2月に策定した
NRIグループの環境目標

区分※2

Scope1＋2

SBT1.5℃目標
（2021年2月策定）

新たな目標※1
（2022年2月策定）

2031年3月期目標

2031年3月期目標

· NRIグループの温室効果ガス排出量72%削減
（2014年3月期比）
· データセンターの再生可能エネルギー利用率70%
2051年3月期目標
· NRIグループの温室効果ガス排出量実質ゼロ
· NRIグループの再生可能エネルギー利用率100%

· NRIグループの温室効果ガス排出量実質ゼロ※2
· NRIグループの再生可能エネルギー利用率100%

2024年3月期目標

Scope3

· NRIグループの取引先の70%以上がSBT水準の環境目標を設定（対象：Scope3のカテゴリ1、2、11）
2031年3月期目標
（対象：Scope3のカテゴリー6、7）
· 従業員の出張および通勤に関する排出量を25%削減する
※1 新たな目標は、今後のSBTイニシアチブの基準に従い、SBT認定を取得予定
※2 Scope1排出量に関しては、今後のSBTiのガイドラインや技術動向を踏まえて対策を検討
Scope：企業による温室効果ガス排出量の算定・報告の対象範囲
Scope1：燃料の燃焼などの直接排出量
Scope2：電気・熱・蒸気などの使用に伴う間接排出量
Scope3：Scope1,2以外の温室効果ガスの間接排出量。サプライチェーンでの製造、従業員の通勤、出張など

温室効果ガス排出量実績
NRIグループでは、2016年3月期から、より環境性能の高い
データセンターやオフィスへの移転や集約を行っています。また、

2022年3月期からは、再生可能エネルギーの積極的な導入を進
ス排出量
（Scope1＋2）
は30千トンとなり、2014年3月期比で約

72%削減しました。

（千t-CO2）
120

温室効果ガス︵ Scope1
＋ ︶
2排出量

めています。2022年3月期実績で、NRIグループの温室効果ガ

NRIグループの温室効果ガス排出量の
実績推移および目標
（Scope1＋2）

80

実績

60

約
%
削減
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目標

100

実績
14.3

計画
22.3

31.3

環境マネジメントシステムの推進
NRIグループでは、主なCO2発生源であるデータセンターに
おいて、環境マネジメントシステム
（EMS）
の国際標準規格であ
るISO14001の認証を取得しています。加えて、主要なオフィス
においては、NRI独自の環境マネジメントシステム「NRI-EMS」
を導入しています。2019年3月期のNRI−EMSの中国拠点導入
を皮切りに、海外拠点への導入を進めています。

環境マネジメントシステムの対象範囲
（エネルギー消費量ベース）
国内オフィス
（NRI-EMS未導入）
12.6%

海外オフィス
（NRI-EMS未導入）
1.5%

海外オフィス
（NRI-EMS導入済）
0.4%
国内オフィス
（NRI-EMS導入済）
24.0%

EMS

カバー率

85.9%

（2022年3月期）

データセンター
（ISO14001導入済）
61.5%

再生可能エネルギー調達の推進
NRIグループの温室効果ガス排出の9割は電気使用に起因す

国内5ヵ所にあるデータセンターにおいて、規模の大きい3デー

ることから、事業で使用する電気を再生可能由来のものに切り

タセンター
（横浜第二データセンター、大阪第二データセンター、

替えることが、脱炭素に向けて重要な取り組みであると考えて

東京第一データセンター）のすべての電力を、2022年3月期中

います。

に再生可能エネルギー由来に切り替えました。オフィスにおい

この認識のもと、2021年2月に、NRIグループおよびビジネス

ては、ビルオーナーへの働きかけ等により、2022年3月期から一

の脱炭素化を組織横断的に検討することを目的に、サステナビ

部の主要なオフィスの電力を再生可能エネルギー由来に切り替

リティ推進委員会の中に脱炭素化分科会を設置しました。2022

えました。また、海外拠点においては、中国、米国、豪州、インド

年3月期には、分科会でカーボンニュートラルに関連した新規ビ

において再生可能エネルギー由来のエネルギー属性証明書を

ジネスの検討や、再生可能エネルギー調達のガイドラインの策

購入し、海外拠点における再生可能エネルギー利用率は9割と

定を行いました。

なりました。

共同利用型サービスによる顧客の温室効果ガス削減に貢献
NRIグループは、提供するサービスを通じて、顧客企業の脱炭

共同利用型サービスによる温室効果ガス排出量削減効果

素化に貢献しています。

NRIグループは多くの顧客企業がNRIのデータセンターで稼
働する情報システムを共同で利用する
「共同利用型サービス」を

73.9%
削減

多数提供しています。共同利用型サービスを利用することで、
各顧客企業が同等の情報システムを自社で開発・運用した場合
と比べ、大幅に温室効果ガス排出量の削減が可能となります。

NRIグループの共同利用型サービスを使用している企業が、仮
に使わなかった場合と比較して、73.9%の排出量を削減できる
と試算しています。

顧客が個別に
開発・運用する
場合

共同利用型
サービスを
利用する場合
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自然資本

サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量削減
（Scope3）
の推進
NRIグループは、Scope3排出量の削減について、主に取引先
との対話や開示を通じた取り組みを進めています。
毎年1月にパートナー企業とサステナビリティテーマを学び議
論する場として、サステナビリティダイアログを開催し、NRIグルー
プの環境方針や温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みを
紹介しています。また、ダイアログでは取引先に対して温室効果
ガス排出量削減目標の設定をお願いしており、2022年3月期は
国際環境NGOのCDP※から、環境目標の設定方法を解説いただ

サプライチェーンプログラム」に参加しました。取引先に対して
気候変動に関する情報開示を促すと共に、NRIが利用するサー
ビスや製品からの排出量の把握を進めています。
※CDP：CDPは、環境問題に高い関心を持つ世界の機関投資家や主要購買企業の要請に
基づき、企業や自治体に、気候変動対策、水資源保護、森林保全などの環境問題対策に
関して情報開示を求め、また、それを通じてその対策を促すことを主たる活動としている
非営利組織。CDPは、現在、環境問題に関して世界で最も有益な情報を提供する情報開
示プラットフォームのひとつとなっている。

CDPウェブサイト
（日本語）
https://www.cdp.net/ja/japan

きました。加えて、2022年3月期から、サプライチェーンの温室
効果ガス排出量の把握と削減に向けた検討を目的として、
「CDP

社員向けESG教育
NRIグループのサステナビリティ方針を浸透させ、役職員一
人ひとりが「持続的成長に向けた重要課題」を日頃から意識して
業務に取り組むことが、サステナビリティ活動を実践する上で重
要であると考えています。そのため、必要な知識や知見、遵守
すべき事項を周知・啓発するためのイントラネット
「ESGサイト」
を構築しました。このサイトを通じて、社員は世界のESGの潮流
を、環境、社会、ガバナンス、それぞれのテーマから学んでいます。

外部からの評価
NRIは、CDPが行う気候変動質問書において、最高評価である
「Aリスト」企業に2020年3月期から3年連続で選定されました。
これは、NRIの気候変動に関する戦略や取り組み、並びに情報開
示が高いレベルにあると評価されたものです。
また、パートナー企業に対する気候変動に関連するエンゲー
ジメントの取り組みが評価され、CDP「サプライヤー・エンゲー
ジメント評価」において、最高評価の「リーダーボード」に2020
年3月期から3年連続で選定されました。
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TCFD最終提言に対する取り組み
NRIグループにおけるTCFD最終提言に対する取り組み
NRIグループは、サステナビリティ経営を強化し持続的成長に
向けた重要課題への取り組みを推進する「サステナビリティ推

進委員会で議論を重ね、2019年3月期から毎年ESG説明会※2に
おいて進捗状況を公表しています。

進委員会」を設置し、サステナビリティ経営に関する取り組みを
進めています。

2019年3月期は、NRIグループ事業の全体でのリスクと機会
の特定を行いました。2020年3月期は、気候変動の影響を受け

NRIグループは、主にデータセンターの利用により多くの電力

やすい事業として、データセンター事業を対象にシナリオ分析

を消費していることから気候変動問題を重要視しており、2018

を行い、財務的インパクトを算定しました。2021年3月期からは、

年7月にTCFD※1最終提言
（以下、TCFD）
に対する支持を表明し、

収益部門について、毎年対象を変えながら、各事業における財

TCFDフレームワークに基づいた適切な情報開示を進めています。

務的インパクトを算出しています。

コンサルティング事業本部の専門家と共にサステナビリティ推
TCFDシナリオ分析の実施状況
2019年3月期
実施内容

2020年3月期

NRIグループ事業の全体での
リスク・機会の特定
・2℃、4℃シナリオでのリスク・機会を特定

気候変動の影響を受けやすい事業を
対象にシナリオ分析
・財務的インパクトを算定

コンサルティング

対象事業

2021年3月期・2022年3月期
収益部門を対象にシナリオ分析
・財務的インパクトを算定
コンサルティング
資産運用ソリューション

金融ITソリューション

証券ソリューション

産業ITソリューション

2022年3月期報告対象

データセンター

データセンター

想定される各事業への影響
（機会とリスク）
TCFDへの支持表明後、初年度である2019年3月期は検討範

「産業ITソ
ける影響を「コンサルティング」
「金融ITソリューション」

囲の設定、シナリオ※3の定義・特定を行った後に、パリ協定で合

リューション」
「データセンター」の事業分野ごとに特定しました。

意された2℃未満に気温上昇を抑える「2℃未満シナリオ」
と現在

その後、世の中の潮流を踏まえ、2℃未満シナリオに関して、1.5℃

想定されている以外の対策が実行されない「4℃シナリオ」にお

シナリオへの見直しを行いました。
＋ 機会 − リスク

事業分野
コンサルティング

金融ITソリューション

産業ITソリューション

データセンター

1.5℃シナリオ

4℃シナリオ

＋

顧客企業に脱炭素への変革が求められるため、NRIの
持つ、サステナビリティに関する知見やソリューション
への需要が高まると考えています。

−

4℃シナリオで想定するような自然災害の激甚化は、マ
クロ経済の停滞や顧客の収益を悪化させ、事業の売上
に影響するリスクがあると考えています。

＋

NRIの共同利用型サービスは個別企業が独自にシステ
ムを開発する場合より、消費電力やCO2排出量、コスト
を大幅に削減することができ、さらに、RE100の達成に
向けた再生可能エネルギー利用率を増加させることで、
需要は増加すると考えています。

−

気候変動が資産の損失やマクロ経済の長期停滞の要
因となり、金融機関の収益が悪化した場合には、提供す
るサービスへの需要に影響するリスクがあると考えて
います。

＋

サプライチェーンや物流プロセスの効率化支援は、低
炭素化につながるものであり、今後関連する取り組み
が進展することは、需要増加の機会になると考えてい
ます。

＋

クラウド型システムの提供により、自然災害が生じた場
合の被害を最小限にとどめることが可能であり、お客
様のリスクを抑えることができると考えています。

＋

＋

NRIは、2051年3月期までにすべての電力を再生可能
エネルギーで賄う、脱炭素型のデータセンターを目指
しており、顧客の環境配慮が強まれば、需要増加の機
会になると考えています。

自然災害を考慮した立地選定と共に、複数のデータセン
ターによる相互バックアップで事業停止リスクを抑制し
ているため、需要増加の機会になると考えています。

−

自然災害に伴う電力障害や真夏日の増加は、機器の
メンテナンス・更新費用や冷却費用を増大させるリス
クになると考えています。
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証券ソリューション事業を対象としたシナリオ分析
2022年3月期は、金融ITソリューションセグメントの中の証券
ソリューション事業を対象にシナリオ分析を行いました。

想定される売上の変動要因の関係を調査しました。図1は、その
関係を示したものです。

ASPサービスのうち、ホールセールとリテールで売上の変動
【ビジネスモデルの分析】

要因が異なることを確認しました。ホールセールでは、
「取引数」

証券ソリューション事業におけるリスクと機会を特定するために、

と
「顧客あたりの利用機能数」が、リテールではこれらに加えて「株

まず、証券ソリューション事業のビジネスモデルの分析を行いま

価・資産残高・証券会社の収益」が売上に対する変動要因であ

した。証券ソリューション事業が提供するサービスは、ASP
（共

ることがわかりました。一方で、SIにおいては「契約数」が売上に

同利用型サービス）
とSI
（システムインテグレーション）
に大別さ

対する変動要因であることがわかりました。

れます。これらのサービスと気候変動の事象に影響を受けると
証券ソリューション事業と売上の変動要因の関係
（図1）

気候関連の事象に影響を受けると想定される売上の変動要因
取引数

共同利用型
サービス
（STAR、I-STAR）

ホール
セール

• 固定と従量を組み合わせた料金体系
（固定：従量＝4：6）

リテール

• 固定と従量を組み合わせた料金体系
（固定：従量＝6：4）
• 標準システムは取引重視

株価・資産残高・
証券会社の収益

顧客あたりの
利用機能数

契約数

• 顧客のニーズに合わせ、
顧客が仕様を決めてNRIが開発

SI

【リスクと機会の分析】
次にリスクと機会の分析を行いました。気候関連の事象に対して、NRIの外部で生じることが想定される変化とNRIの各サービスへ
の影響を調べて、NRIにとってリスクと機会のどちらにあたるのか整理しました。図2はその結果を示したものです。
証券ソリューション事業のリスクと機会
（図2）
気候関連の事象
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機会

想定される変化

リスク

リスク／機会

機会にもリスクにもなりうる

関連事業
（売上・費用）

①

カーボンプライス
（炭素税等）
等移行に向けた政策の導入・
強化

②

カーボンプライス
（炭素税等） カーボンプライシングによる光熱費の高騰による、サーバーなどの機
の導入
械製造コスト増加に伴う費用増加

共同利用型サービス
（NRI内費用）

③

市場改革
（サステナブルファイ
ナンス関連）
、環境配慮行動へ
の圧力・要請拡大

サステナブル関連の市場改革
（区分の設定、税制優遇など）
と環境配慮
行動への需要の高まりにより個人投資家のサステナブル投資が拡大する

共同利用型サービス
（取引数、証券会社の
収益）
、SI

④

取引条件の変化、環境配慮行
動への圧力・要請拡大

取引条件に再エネ利用率の導入が要請される

⑤

取引条件の変化、環境配慮行
動への圧力・要請拡大

取引条件に再エネ利用率の導入が要請されることに対して、再エネ調
達をすることで一部コスト増加
ただし、再エネ費用が削減されればコスト抑制が可能

⑥

自然災害の激甚化

⑦

自然災害の激甚化

自然災害の激甚化への対応策として、広域被災への対応が求められる

⑧

自然災害の激甚化、
気象パターンの変化

自然災害の激甚化に伴い、海外での開発停止を国内で代替することで
費用増加
資源価格などの高騰に伴う人件費増加

野村総合研究所

企業の競争力、企業価値が変化し、資産残高に影響が生じる

自然災害の激甚化に伴い、市場での取引が停止
（一方で対応策を他社よりも整備することで競争優位を創出）

リテール向け
共同利用型サービス

共同利用型サービス、
̶
（影響なし） SI
共同利用型サービス、
SI
（NRI内費用）
共同利用型サービス
共同利用型サービス
（NRI内費用）
共同利用型サービス、
SI
（国内委託費用）

気候関連の事象のうち、青色は気候変動による経済社会の移

一方で、サステナビリティ関連債券市場区分やサステナビリティ

行を示す「移行リスク」を、オレンジ色は気候変動による物理的

企業のランク付けなどの市場改革、環境配慮行動への圧力・要

な変化を示す「物理的リスク」を表しています。

請が増加することにより、サステナブル投資を重視する個人投

「移行リスク」に関して、炭素税をはじめとしたカーボンプライ
シングの導入により、サービスの維持管理のための光熱費やサー
バーなどの機材に係る費用増加が想定されるため、NRIの共同
利用型サービスに与えるリスクが大きいと判断しました。

資家が増加することは、NRIの証券業向けサービスにとって機会
であると考えています。
「物理的リスク」に関して、マクロ経済全体が停止・停滞するた
め、NRI含め社会全体としてリスクが大きいと判断しました。

【財務的インパクトの算定】
次に、想定される変化から収益の変動要因の変化を予測して気候関連の事象ごとに財務的インパクトを算定しました。図 3は、
その算出方法を示したものです。気候変動の事象から想定される変化を予想して、財務的インパクトの算出方法を導きました。
証券ソリューション事業の財務的インパクトの算出方法
（図3）
気候関連の事象

①

②

③

④
⑤

等移行に向けた政策の導入・

カーボンプライス等の影響
（株価）

強化
カーボンプライス
（炭素税等）
の導入

カーボンプライスの影響
（調達）

市場改革
（サステナブルファイ
ナンス関連）
、環境配慮行動

個人投資拡大の影響
（株価）

への圧力・要請拡大
取引条件の変化、環境配慮
行動への圧力・要請拡大
取引条件の変化、環境配慮

自然災害の激甚化

⑦

自然災害の激甚化
自然災害の激甚化、
気象パターンの変化

分析方法
（影響度や発生度）

株価の影響は、GPIFのレポートを踏まえ、その変動幅を活用し、証券会社
の収益を試算したのちにNRIへの影響を試算
炭素税が導入された場合に想定されるデータセンターの電力価格の増加
が与える影響を試算
個人のサステナブル投資の想定額が市場での取引額に占める割合を基に
株価上昇幅を仮定しNRIへの影響を算出

再生可能エネルギーを既存の目標通り導入することで顧客を維持できる
再エネ調達の影響
（調達）

とする
（License to operate）
その際に、想定される電力価格の増加が与える影響を試算

行動への圧力・要請拡大

⑥

⑧

想定される変化概要

カーボンプライス
（炭素税等）

自然災害の影響
（株価）

GPIFのレポートを踏まえ、物理的な影響の変動幅を活用し、試算

自然災害の影響
（取引停止）

市場での取引が1〜2日停止した場合に生じる影響を試算

広域被災対応の影響

既存の費用データを基に費用変動の程度を検討

オフショア開発の停止の影響
（人件費）

① カーボンプライス
（炭素税等）等移行

海外における開発が10〜20%停止し、国内で代替した場合に係る費用を
試算

に向けた政策の導入・強化は、株価の

④ 取引条件変化、環境配慮型行動への
⑤ 圧力・要請拡大は、再生可能エネル

変動により、証券会社の収益を通じて

ギーが普及していき、顧客との取引

NRIに対する影響を試算。

の対応に係る費用を、既存のデータ
を参考に試算。

条件に再エネの利用率が導入される
ことを想定。NRIが目標通りに再エネ

② 炭素税が導入された場合に、電力価

⑦ 自然災害の激甚化による広域被災へ

⑧ 自然災害の激甚化により海外での開

を導入することで、顧客との取引を

発が停止し、国内で開発を代替するこ

維持できるという仮定の上、再エネ

とを想定。仮に海外の開発拠点で10

電力価格の上昇によるNRIの費用増

切り替えによる既存の電力と比較し

〜20% 程度稼働が停止した場合に、

加の影響を確認。

たコスト高の影響を試算。

国内で代替することによる費用の影

格が上昇すると想定されているため、

響を考慮。
③ 市場改革
（サステナブルファイナンス

⑥ 自然災害でマーケットが取引停止に

関連）
、環境配慮行動への圧力・要請

なることを仮定し、その市場取引が1

拡大は、個人投資家にサステナブル

〜2日停止した場合に生じる売上の減

投資が拡大することがNRIにとって機

少等を試算。

会になると考える。サステナブル投
資の増加をフェルミ推定で予測し、

NRIへの影響を試算。
統合レポート2022

93

価値共創を支える仕組み
自然資本

証券ソリューション事業の財務的インパクト
（図4）
（%）

売上

費用

15

シナリオ

1・5
˚C

10

5

0

–5
①カーボン
プライス等の影響
（株価）

⑥自然災害の
影響
（株価）

③個人投資
拡大の影響
（株価）

（%）

⑥自然災害の
影響
（取引停止）

④、⑤再エネ調達の
②カーボン
影響（調達）
プライスの影響
（調達）

売上

⑦広域被災
対応の影響

⑧オフショア開発の
停止の影響
（人件費）

⑦広域被災
対応の影響

⑧オフショア開発の
停止の影響
（人件費）

費用

10

〜

3

シナリオ

4
˚C

5

0

–5

–10
①カーボン
プライス等の影響
（株価）

③個人投資
拡大の影響
（株価）

⑥自然災害の
影響
（株価）

⑥自然災害の
影響
（取引停止）

図4は、図3の①〜⑧の想定される変化による売上と費用への
影響額を、1.5℃と3〜4℃シナリオそれぞれにおいて、影響の幅
で表したものです。

④、⑤再エネ調達の
②カーボン
影響（調達）
プライスの影響
（調達）

1.5℃シナリオで3%程度、3〜4℃シナリオでも5%程度の売上マ
イナスになりうるとの試算結果となりました。
右側の黄色いグラフが、費用に関する影響を示しており、プラ

左側の青色のグラフが売上に影響を与えるもので、カーボン

スに出ている分はNRIにとって費用増加を意味しています。カー

プライスによる株価への影響は、GPIFが気候変動による株価へ

ボンプライスや再生可能エネルギーの調達に関する影響は大き

の影響をバリュー・アット・リスクという形で求めており、その数

な費用増加につながらないと見ています。自然災害の影響につ

値を採用しています。それによると1.5℃のバリュー・アット・リス

いては、広域災害に対する施設等の改修費の発生や、海外での

クの場合は機会が高く25%程度株価が上昇すると見られており、

開発
（オフショア開発）が停止して日本国内で代替することによ

証券会社の収益を通じてもNRIの売上の増加率は高くなると試

る人件費の上昇等、他の費用項目と比較して影響が大きいと予

算しています。自然災害による物理的な影響は限定的であり、

想しています。

※1 TCFD：世界主要25ヵ国の財務省、金融規制当局、中央銀行総裁が参加メンバーとなっている金融安定理事会
（FSB：Financial Stability Board）
が設置した「気候関連財務情報開示タスク
フォース」
（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）
。企業に投資家が適切な投資判断を行うための気候関連の財務情報を主要な年次報告書等で開示することを提言して
おり、その内容として、気候変動が企業に及ぼすリスクに関するガバナンス、戦略、リスク管理など4項目について開示を求めている。
※2 ESG説明会：NRIグループのサステナビリティ経営と具体的なESGに対する取り組みについて、投資家やアナリスト、メディアの方に理解していただくことを目的とした「ESG説明会」を毎
年開催。
ウェブサイト
（https://www.nri.com/jp/sustainability/management/esg/2018）
参照
※3 シナリオ：TCFDで推奨されている「シナリオ分析」
（気候変動が将来、自社の事業に及ぼしうる影響の分析）
を指す。NRIグループでは、
「1.5℃シナリオ」については、IEA
（国際エネルギー
機関：International Energy Agency）
が公表しているWorld Energy Outlook2018
（世界のエネルギー見通し2018）
におけるSustainable Development ScenarioとIPCC
（国連気候変動に
関する政府間パネル：Intergovernmental Panel on Climate Change）
におけるRCP
（代表濃度経路シナリオ：Representative Concentration Pathways）
2.6
（低位安定化シナリオ）
、必要に
応じてRCP1.9を採用、さらに1.5℃特別報告書
（SR1.5）
を補足的に使用している。
「4℃シナリオ」についてはIPCCにおけるRCP8.5
（高位参照シナリオ）
とIEA Stated Policies Scenario
（STEPS）
を採用している。
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外部からの評価
イニシアチブへの加盟・賛同

2017年5月
国連グローバル・コンパクト
（UNGC）

NRIは、日本のみならずグローバルに活動を展開しています。そのため、今後も社会に信頼され、その期待に応えていく
ために、2017年5月、国連グローバル・コンパクト
（UNGC）
に賛同し、参加を表明しました。

2018年6月
気候変動イニシアティブ

2018年7月
気候関連財務情報開示
タスクフォース

2018年9月
Science Based Targets initiative

2019年1月
持続可能な開発のための
世界経済人会議
（WBCSD）

2019年2月
Renewable Electricity 100

2020年5月
Business Ambition for 1.5℃

2020年6月
Race to Zero

2022年3月
GXリーグ 基本構想

ESG株式指数の構成銘柄への採用状況
NRIは、代表的なESG株式指数の構成銘柄に採用されています。
Dow Jones Sustainability World Index
2018年から4年連続採用
Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index
2016年から6年連続採用

年金積立金管理運用独立行政法人
（GPIF）が国内株式を対象として
選定している5つのESG株式指数のすべてに、それら指数がGPIFに
選定された当初から、NRIは構成銘柄に採用されています。
MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数※

MSCI ESG Leaders Indexes※

MSCI日本株女性活躍指数（WIN）※

MSCI Global Sustainability Indexesから改称された指数

2016年から6年連続採用
FSTE Blossom Japan Sector Relative Index

FTSE4Good Developed Index
2006年から16年連続採用

FTSE Blossom
Japan Index

S&P/JPXカーボン・
エフィシェント指数

※ THE INCLUSION OF Nomura Research Institute, Ltd IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO
NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF Nomura Research Institute, Ltd BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE
THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.
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