
用地取得 メガソーラー  
建設

発電 売電 送配電 電力使用 設備解体・用地返却

集約した電力は特別高圧変電所で
15万4,000Vに昇圧し、東京電力
パワーグリッドへ送電します。

水面に設置した約5万枚の太陽光パ
ネルが発電した電力は3カ所ある変
電設備の交流にて変換します。

千葉・山倉水上メガソーラー発電所

所在地：千葉県市原市
運転開始：2018年3月5日
事業期間：20年
地権者：千葉県水道局
事業者：京セラTCLソーラー合同会社
水上賃貸面積：約180,000㎡
最大出力：約13.7MW
年間発電量：1,617万kWh（見込み）

プロジェクト推進体制

CASE 01　　水上メガソーラー

持続可能な社会の実現に貢献する東京センチュリーグループの取り組みFEATURE

水上メガソーラー

日本の遊休地を有効活用した  
発電事業

東京センチュリーは、京セラとの共同出資により、京セラTCLソーラーを
設立。環境に優しい再生可能エネルギーである太陽光発電事業を全国で
展開しています。これは、地権者から土地を賃借し、施工から運営までを
ワンストップで展開する仕組みです。京セラTCLソーラーが手掛けた稼
働済み発電所は既に全国70カ所を超えているなど、日本のクリーンエネ
ルギーの供給に大きく貢献しています。

CASE 01

水面を有効活用して、循環型経済社会を実現

　水上メガソーラー発電は、陸地が少ない日本で有望な再生可能エネルギー事

業であり、循環型経済社会の実現に大きく貢献します。水面に太陽光パネルの

フロートを浮かべる仕組みなので、陸上施設のような大規模な造成が不要なた

め、周辺環境を破壊せずに設置できる点も魅力です。また、ため池の賃料収入

により、農村部の高齢化や人口減少による負担増への助成としても有効です。

国内のソーラー発電は、陸上での適した土地が少なくなる中、未利用のため池

はまだ多いことから今後の拡大が期待されています。

低炭素社会への貢献OUR MATERIALITY

荻野  広明
執行役員
スペシャルティ営業第二部門長補佐
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シエル・テール・ジャパン
水上太陽光発電用フロート・モジュールシステムの製造・提供

京セラ
太陽光パネル製造・提供、建設工事請負

東京センチュリー
プロジェクト管理、太陽光発電設備のリース



CASE 01　　水上メガソーラー

環境負荷を極力抑えた効率的な発電システム およそ 5 , 0 0 0世帯分の電力を供給 用地返却時も環境への影響が最小限に

森  一  様
株式会社シエル・テール・ジャパン
代表取締役社長

小谷野  俊秀  様
京セラ株式会社
ソーラーエネルギー事業本部 副本部長

メガソーラー建設 発電・売電 設備解体・用地返却

最良なパートナーシップが未来を切り拓く
　京セラの太陽電池は、発電開始から34年経過した今も稼働を続け、出力低下率も僅か13％に
とどまっているなど、高い技術力と長期信頼性を実証しています。本件では、ファイナンスとリー
スのエキスパートである東京センチュリーと当社の高い技術力が融合し、発電事業を展開する上
で最良なパートナーシップが築けています。
　現在、水上の有効利用が注目されていることから、今後も湖沼や海でその有効性を拡大して
いきたいと考えています。共同事業で培った知見や発電所建設技術を活かし、再生可能エネル
ギーの更なる普及に尽力していきます。

水上太陽光発電で電力の地産地消を推進
　当社は、フロート架台と発電設備を安全に固定するアンカー詳細設計に定評があり、強風にも
耐えられる高度な技術力が、山倉ダムでの採用につながったと考えています。
　世界初の水上太陽光発電事業を日本で開始した当社にとって、東京センチュリーとの共同事
業は、社会的かつ技術的にも大きな信頼につながりました。水上太陽光発電事業は、環境に優
しい再生可能エネルギーとして大きな可能性を秘めており、今後は電力の地産地消を目標に海・
湖・ダムなどの新たな大型水面における発電事業に挑戦していきます。

太陽光パネル設置工事風景

シエル・テールの水上太陽光発電用 
フロート・モジュールシステム
「Hydrelio©（ハイドレリオ）システム」

写真提供元：シエル・テール・ジャパン

30年以上経過しても発電効率の維持が
可能な京セラ製太陽光パネル

ダム湖の環境に配慮した工法

　東日本大震災の際に電力不足に見舞われた千葉県は、エ

ネルギーの分散確保に向けて自然エネルギーを推進。技術

発展が目覚ましい水上での太陽光発電に着目し、山倉ダム

でのメガソーラー発電を開始しました。

　湖面の30％に当たる18ヘクタールに設置した太陽光パ

ネルは、環境保全面でも優れた特性を発揮します。湖面を

パネルで覆うことにより、光合成で繁殖する藻を抑制する効

果があり、実地調査でも藻の影響などでアルカリ性に傾きや

すい水質が改善されたと報告されています。また、水鳥が

飛来・生息するダム湖において、太陽光パネルは鳥たちの

新しい休息地に。森林伐採や土壌汚染、水質汚染の心配が

ない水上メガソーラーは、環境に優しい発電事業として日本

全国から注目を集めています。

事業期間は 2 0年間に設定

　山倉ダムの水面に設置した太陽光パネルは、約5万枚にお

よび、最大出力は13.7MW、地上にある3カ所の変電設備

からの送電出力を合計すると11.5MWになります。発電出

力が送電出力を上回っており、太陽光発電の出力がピークに

ならなくても効率よく変電して送電する構成になっています。

日本最大級の水上メガソーラーの年間発電量は、1,617万

kWhを見込んでおり、これはおよそ5,000世帯の年間消費

電力に相当します。

　事業期間は、固定価格買取制度の買取期間である20年間

に設定されていますが、太陽光パネルは30年後でも発電効率

が低下しないことから、期間終了後も、千葉県水道局からの賃

貸が認められる限り、運転を続ける方針です。千葉県内で長

期にわたって、およそ5,000世帯分の電力を、自然エネルギー

によって安価に供給できるメリットは大きいといえます。

陸上よりも発電効率に優れた  
水上フロート式

　山倉ダムでは、フランスのシエル・テールのHydrelio©シ

ステムのフロートを採用。これは高密度ポリエチレン製の2つ

のフロートを組み合わせ、メインフロートに60個のセルを搭

載した太陽光パネルを装着するもので、湖底に固定したアン

カーとワイヤーによって水上に太陽光発電設備を比較的容易

に構築することができます。

　陸上での太陽光発電では、パネル表面温度が上昇する夏期

において、出力が低下する傾向にあります。しかし、水上メガ

ソーラーでは、湖面からの冷却効果によってパネル温度の上

昇が抑制され、安定した出力が得られるのも大きな特徴です。

山倉ダムでは、パネルによる影や下からの風の影響を考慮し、

最も効率よく発電できるよう、パネルの傾斜角を12度に設定

して施工しました。

　現在は淡水湖などが対象ですが、今後の技術革新によって

海上での設置が可能になれ

ば、更に活用地域を広げるこ

とができます。

解体・撤去も容易な水上モジュール

　水上メガソーラーのもう一つのメリットは、土地造成が不

要であることに加えて、賃貸契約終了時の原状回復が容易

であるなど、環境負荷が少ない点です。

　さらに、使用する京セラ製太陽光パネルは、30年以上経

過しても発電効率が落ちない実績を有しており、地権者の

合意があれば賃貸期間終了後も稼働が可能で、日本におけ

るエネルギーの多角化や地産地消の発展にも貢献できるも

のと考えています。

　京セラTCLソーラーは、発電事業終了の際も、太陽光パ

ネルを移設して再利用するほか、国内外の中古市場で販売

することを想定しており、廃棄物を極力発生させない環境

に配慮したオペレーションを目指しています。
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CASE 02　　IoTサブスクリプション

サブスクリプション本来の  
ポテンシャルに目を向けて

成瀬：東京センチュリーは、2017年10月にビープラッツと

業務提携したことを契機にサブスクリプション事業へ本格的

に参入しました。

　IoT時代の本格的な到来を迎え、リース・レンタルにおい

てもモノの定額料金による賃貸に加え、コト（使用価値サー

ビス）の利用・時間単位での従量課金（サブスクリプション）

に対するニーズが高まってきました。一方、ビープラッツ

は、早くからサブスクリプションのBtoBプラットフォーマー

を目指して事業を展開していました。当社はリースやモノの

サポートを中心に事業展開してきましたが、“モノからコトへ”

の大きな変化の中で、当社が持っていないピースがビープ

ラッツだったと考えています。

藤田：私たちも、ベンチャー企業の立場でサブスクリプショ

ン・プラットフォームを普及させていく難しさに直面してい

たため、東京センチュリーとの出会いはダイナミックに事業

を進めていくための突破口になりました。

　なぜなら、サブスクリプションを始めたいお客さまは、プ

ラットフォームの使用だけでなく資産のオフセットや金融・

サービスのニーズなどもありますが、これらは、私たちの

不得意な分野であると認識しています。東京センチュリー

は金融に強いだけでなく、リースからサービスへという事

業面でのアドバンテージもあり、まさに理想的なパートナー

でした。

成瀬：我々は、サブスクリプション事業を強力に推進するため

のプラットフォームとして、2019年3月に「 IoT SELECTION 

connected with SORACOM」というECマーケットプレイ

スを開設しました。これは、東京センチュリーとビープラッツ、

ソラコム※1の3社協業によるサービスで、デバイスと通信、

アプリサービスがパッケージ化されているのが特長です。

低コストかつ短期間でPoC※2が可能だと大きな注目を集め

ていますが、世の中が認知しているサブスクリプションの概

念を良い意味でガラッと覆し始めていると感じています。

藤田：昨年からサブスクリプションはよく取り上げられてい

ますが、ソフトウェアや音楽コンテンツなどの月額定額決済

サービスという、理解が一般的ではないでしょうか。しかし、

本質は異なり、2つの特徴があげられます。まず契約が紙や

対面ではなくスマートフォンやインターネットなどのオンラ

イン上で可能であり、顧客接点が豊富になります。また、

サービスを継続的に提供する中で顧客との関連性と継続性

が格段に上がり、新たに得た顧客情報を基にニーズに即し

た上質なサービスの提供が可能になります。

　つまり得られるものは顧客との関係性の再定義であり、ま

さしく第四次産業革命だと考えています。私たちのサブス

クリプション・プラットフォームは、単にモノを月額で提供す

るのではなく、お客さまが求めるモノやサービスを継続的に

提供できる仕組みだと理解していただきたいですね。

※1  ソラコム：IoT通信プラットフォーム「SORACOM」を提供する通信サービス
事業者。

※2  PoC：Proof of Concept（概念実証）の略。試作開発の前段階における検証
作業として、新しい概念や理論、原理、アイディアの実証を目的としたもの。成瀬  明弘

取締役 常務執行役員 情報機器営業部門長
藤田  健治
ビープラッツ株式会社 代表取締役社長

IoTサブスクリプション

未来を切り拓くサブスクリプション・プラットフォームビジネス

東京センチュリーは、サブスクリプション統合プラットフォームを開発・提供するビープラッツと協働し、独自のサブスクリ
プションビジネスの提供を開始しています。ビープラッツ藤田社長と当社の成瀬取締役 常務執行役員がサブスクリプション
の現在と今後の抱負について語ります。

CASE 02

技術革新に対応した新事業創出OUR MATERIALITY
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CASE 02　　IoTサブスクリプション

協業により、案件の
規模感と求められる
ニーズに変化が。
お客さまの要望をプラットフォームへ
機能追加する企画業務を担当していま
す。協業後は、事業検討の早い段階か
ら提案できるようになりました。今後
は、ファイナンスを活用した製品の
サービス化を推進し、将来的にはビッ
グデータにも対応したビジネス全般の
プラットフォームへと、事業も会社も
成長させていきたいと考えています。

いかに事業を早期に
軌道に乗せるかに
全力を注いでいます。
私は、IoTサブスクリプション・マーケッ
トプレイスをより魅力あるものにするた
め、パートナー発掘と利用促進活動を
行っています。この事業は立ち上げたば
かりなので、認知度を上げることに注
力していますが、パートナーの増加
が本事業の成功の鍵だと考えます。
若い人材が多いので、成功体験を
通じて共に成長していきたいです。

世の中の期待に応え、
スピーディーな対応を
心掛けています。
サブスクリプションを検討されているお
客さまに運用方法や導入提案を行って
いますが、東京センチュリーとの協業
で大企業との商談が増えました。当社
のプラットフォームによって、新たなビ
ジネスのつながりや新しい取り組み、
工程の簡素化などができる環境を提
供し、日本のビジネススタイルを変
えていきたいと思います。

事業のサブスク化を
志向するお客さまを
しっかり支援したい。
サブスクビジネスの全社的推進として、
各営業部門との情報・ナレッジ共有活動
と新サービスの企画に取り組んでいま
す。この事業は金融の域を超えて、お客
さまとの関係性も更に深化できるプラッ
トフォームビジネスです。「モノ」から「コ
ト」へ等、ビジネス変革を志向するお客
さまと当社が共同事業者としてともに事
業を推進していきたいと考えています。

妹尾  良祐
ビープラッツ株式会社 
営業本部マネージャー

藤木  勇一
情報機器第二部 
デジタルビジネスグループ 
マネージャー

古川  隆宏
ビープラッツ株式会社 
営業本部マネージャー

湧川  千尋
情報機器第二部 
デジタルビジネスグループ

3社協業だから可能になった  
高品位ワンパッケージ

成瀬：もう少しIoTサブスクリプションにフォーカスして話を

すると、IoTは発信されたデータを取得し、それを加工する

ことでビジネスに活用できます。つまりデータをいかに吸い

上げられるかが大切であり、そこで我々3社協業が重要な

意味を持ってきます。

　ソラコムは、あらゆるモノをワイヤレスでつなぐ通信会社

です。通信をアプリケーションレベルで変更でき、その技術

レベルはトップクラスであり、既に500社を超えるパート

ナー数が品質の高さを物語っています。そこに、ビープラッ

ツのプラットフォームと東京センチュリーの金融・サービス

が加わることで、デバイスの使用・課金・取引管理までをトー

タルでサービスを提供できるなど、お客さまが望むIoT活用

をほぼカバーすることができます。

藤田：IoTを始めると次々にデータが集まり、ビッグデータ

になります。そのビッグデータからどう新しい価値を見出し

再投資していくかが重要で、新しいビジネスの芽となりま

す。つまり、私たちの仕組みは、現在の問題解決と将来のビ

ジネスの広がりの両面を捉えて、柔軟に展開できるのも魅

力的なセールスポイントです。

　また、手軽に利用できるだけでなく、従量課金にも対応

可能なプライシング機能にも感動すると思います。ダイナ

ミックプライシング※3が重要視される今、商品やサービスの

プライスを事務処理の手間を考えて、一つの金額に設定す

るような時代ではありません。プライシング機能では、顧客

動向を分析して価格の適正化が容易に図れます。まずはト

ライアルしてもらいたいですね。

成瀬：これだけ魅力にあふれたサブスクリプション・プラット

フォームですが、なによりも大切なのは、まず使ってみてい

ただくということです。カーシェアや音楽配信サービス等を

思い起こすとわかりやすいのですが、概念でわかっていて

もいざ使ってみるとその利便性に驚きます。サブスクリプ

ションもまったく同様で、利用実感がなにより重要なのです。

その点で我々のプラットフォームは、気軽にトライアル可能

であり、ゲートウェイという意味でも非常に良い仕組みだと

思います。

※3  ダイナミックプライシング：需給状況に応じて価格を変動させることによって
需要の調整を図る手法。

モノづくり日本を牽引するための  
成長戦略

成瀬：将来に目を向けた話をしましょう。もちろん、「 IoT 

SELECTION connected with SORACOM」のビジネス

を成功させることに注力していますが、その先の無限な広

がりに我々は大きな期待を寄せています。先ほども言った

ようにビープラッツとの協業を進めることですべての要素を 

ワンストップで提供できる優位性は高く、あらゆるサブスク

リプションビジネスに貢献できます。

藤田：まさにそのとおりです。IoT活用を従量課金制で提供

することや決済課金システムとしての活用は当然できます

が、それは私たちのサブスクリプションの全体像からいえ

ば、ほんの一部に過ぎません。

　現実のビジネスにおいては、何社もの仕入れ先があり、い

くつもの販売パートナーが存在するものであり、その先にエ

ンドユーザーがいます。そこで、最も重要なのはそのつな

がりです。先ほど、成瀬さんもおっしゃったように、私たち

のサブスクリプション・プラットフォームの強みは、1：1のつ

ながりだけでなく、仕入れ先や販売パートナーの数だけ、同

じシステムをどんどんつなげていく機能があることです。

　シェアリングエコノミーの台頭など、メガトレンドはビジネ

スの構造を根本から変えようとしています。しかし、世の中

のニーズが例えばMaaS※4になるからといって、一気に変

えられるものではありません。サプライチェーン全体で、少

しずつ新しい経験をし、次のサービスレベルを目指していく

べきと思います。

成瀬：少子高齢化や人口減少が進む日本において、モノから

コトへの変化に対応した効率性の高い金融・サービスをユー

ザーに提供して行くことがポイントになります。サブスクリ

プションの導入に当たって一番重要なのは、肌で感じる手軽

さと利便性を極めていくことではないでしょうか。例えば、

貸会議室ビジネスなどのサービス業をサポートすることも、

借りたい人と貸す人をつなぐサービスを提供できる可能性

もあります。更に夢のような話かもしれませんが、必要なコ

ピー機・PC、清掃サービスに至るまで、様々なサービスを

サブスクリプションで統合すれば利便性は限りなく広がるで

しょう。

　当社がこれまで積み重ねてきた金融・サービスの経験値

と、ビープラッツの革新的なサブスクリプション・プラット

フォームを提供することで、グローバルで戦う日本企業をす

ばやくサポートできるのではないかと思っています。

藤田：成瀬さんがおっしゃった日本企業をサポートするとい

うポイントは、非常に重要だと私も思います。やはり日本の

強みはモノづくりであり、サービス化の潮流の中でも世界で

勝ち抜くためにはモノづくりが源泉になると認識していま

す。私たちが提供するサブスクリプション・プラットフォーム

は、モノづくり日本がアジア、そして世界で勝負していくた

めのインフラとして機能できると信じています。今後もプ

ラットフォームの拡張性を進化させながら、日本の新しい文

化を創っていくことが、私たちにとっての社会貢献であると

確信しています。

※4  MaaS：Mobility as a Serviceの略。自動車などの移動手段を必要なときだけ
料金を支払いサービスとして利用すること。
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CASE 03　　ニッポンレンタカー

直営化によりスピーディーな  
新規ビジネス展開へ

　ニッポンレンタカーサービス（NRS）は、2018年1月に

全販売会社直営化に移行しました。2019年3月に創立50

周年を迎えましたが、非自動車メーカー系であることから輸

入車も含めて多種多彩な車種が揃っていること、全国を網

羅する営業所のロケーションが好立地であること、そして

何よりも安心・安全・きれいで質の高いレンタカーであるこ

とが、これまでの成長を支えてきたと考えております。

直営化を契機に経営理念と  
行動指針を新たに策定。

多様化するお客さまニーズに即した
サービス体制の構築へ。

急激なモビリティ環境の  
変化に対する事業戦略

　モビリティ分野では、CASE※1に代表される大きな潮流が

押し寄せ始めております。これらをビジネスチャンスと捉え、

事業を戦略的に推し進めていきたいと考えております。

　車の所有から利用へと世の中のニーズがシフトしていく中

で、車の利用に関連するサービスは多様化しております。20

代・30代を中心に車の所有意義が大きく低下する中で、短時間

利用のカーシェア、長時間利用のレンタカー市場は拡大するも

のと見ており、NRSが今後も高品質のレンタカーおよびカー

シェアを提供していくことが大変重要であると考えております。

　NRSが現在提供しているカーシェアは、法人のお客さま

が所有または賃借している駐車場に車両を配置し、契約先

の法人社員が利用する特定法人型と、主要都市や空港、新

幹線駅を中心とする営業所に配置する営業所型があります。

安全・安心・きれいな車両というNRSの特長を前面に出し

た、他社とは異なるサービスが大きな特徴です。

　レンタカーに関しては、訪日外国人の増加とともに外国人

のお客さまが飛躍的に増加し

ている状況です。NRSは、エ

ンタープライズとの提携によ

り、訪日外国人のレンタカー

のご利用を更に加速させるこ

とが出来ると考えております。

エンタープライズと業務ノウハ

ウの共有を図るとともに、予約チャネルの多言語化や多言語

カーナビの導入等を整備することで、外国人向けのサービス

の充実も図ってまいります。

　将来的なCASE対応では、モビリティサービスすべての

垣根が低くなっていく中で、IoTによる車両管理精度の向上

や顧客情報を活かした効率的なマーケティング、akippa様

との連携による駐車場のシェアリングなどを強化していく考

えです。また、最近ではお客さまのニーズに合わせた柔軟

な価格設定を目指すレベニューマネジメント※2の導入とアプ

リ機能の拡充が重要な施策になると認識しております。これ

からもお客さまの車に関する幅広いニーズにお応えできる

よう、更なるサービス品質の向上を図ってまいります。

※1  CASE：Connected（コネクテッド）、Autonomous（自動運転）、Shared
（シェアリング）、Electric（電動化）の4つの頭文字を合わせた造語で、モビ
リティ分野での社会変化・技術変化の潮流として注目されている。

※2  レベニューマネジメント：需要を予測して収入（レベニュー）の最大化を目指す
販売管理手法。競争が激しく需要変動の激しい航空業界などで始まり、様々
な業界にも浸透している。

　当社は直営化後、いくつかの施策を既に展開しておりま

す。具体的には、NRS独自のカーシェアビジネスを全国で

本格的に開始したことです。また、働き方改革の一環として、

24時間営業を廃止するとともに、乗用車・ワゴン車の全車禁

煙化も実施しました。さらに業務提携に関しては、空き駐車

場とドライバーのマッチングアプリを展開するakippa様との

提携も実施しました。2019年4月には、世界最大のレンタ

カー会社であるエンタープライズ・ホールディングス（エン

タープライズ）とパートナーシップを締結するなど、直営体制

ならではのスピーディーな経営判断を実現してまいりました。

ニッポンレンタカー

様々な新規ビジネスを全国で機動的に展開

2019年に創立50周年を迎えるニッポンレンタカーサービスは、全販売会社直営化を機に大きく変わりゆくモビリティ環
境を新たな成長の機会と捉え、自社の魅力を活かした事業展開を戦略的に開始しました。多様化する顧客ニーズに対応
するサービス施策や収益向上を目指す同社の取り組みについて、荒幡社長が語ります。

CASE 03

荒幡  義光
ニッポンレンタカーサービス株式会社　 
代表取締役 社長執行役員

TOPICS

世界最大のレンタカー会社とのパートナーシップで  
訪日外国人・海外渡航者の相互送客を加速

　ニッポンレンタカーサービスは2019年

4月、世界最大のレンタカー会社であるエ
ンタープライズ・ホールディングスとパー

トナーシップを締結しました。これにより、

訪日観光客やビジネス旅行者は日本滞在

中にニッポンレンタカーを利用する際に

Enterprise Rent-A-CarやNational 

Car Rental、Alamo Rent A Carの

ウェブサイトから予約が可能になります。 
また日本から海外へ渡航する際も、ニッ

ポンレンタカーの予約サイトから95カ国

10,000拠点以上でレンタカーの予約が
できるようになりました。

　日本国内にあるニッポンレンタカーの

営業所のうち、空港や主要鉄道駅周辺の

約80拠点で相互の会員を対象に割引料
金でのレンタカーを提供いたします。こ

のパートナーシップにより、レンタカー

サービスの拡充と相互送客を更に加速し

ていく所存です。

社会インフラ整備への貢献OUR MATERIALITY
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CASE 04　　CSI LeasingCASE 03　　ニッポンレンタカー

I T機器のリースから廃棄まで、
一貫したお客さま本位のサービスを  
グローバルで提供しています。

CSI Leasing

付加価値の高いリースサービスを世界各国で展開

米国ミズーリ州セントルイスに本社を置くCSI Leasingは、東京センチュリーとのシナジーを活かした事業を進めています。
同社のChairman and Chief Executive OfficerのSteve Hamiltonと当社常務執行役員で同社のVice Chairman
北村 登志夫が両社の取り組みを語ります。

CASE 04

Steve Hamilton
CSI Leasing, Inc.　Chairman and Chief Executive Officer

TOPICS　

国内レンタカー業界初となる 
「ブランド・オブ・ザ・イヤー」を受賞

　2018年ワールド・ブランディング・ア
ワーズにおいて、ニッポンレンタカー

サービスは国内レンタカー業界で初となる

「ブランド・オブ・ザ・イヤー」を受賞しまし

た。ワールド・ブランディング・アワーズ

は、消費者によるオンライン投票とマー

ケットリサーチによって世界最高レベルの

ブランドを表彰するものです。2018年は

57カ国4,500以上のブランドから351ブ
ランドが「ブランド・オブ・ザ・イヤー」の

栄誉を受けました。

　ニッポンレンタカーサービスでは、お

客さまに安心して安全にレンタカーをご

利用いただくために様々な取り組みを実

施してまいりました。2018年にはレンタ
カーの禁煙化や様々な企業との提携、ま

た職場環境・接客品質の向上を目指し、

働き方改革の一環として24時間営業の廃
止を行いました。今回の受賞は、ニッポン

レンタカーサービスのこれまでの取り組

みが消費者の皆さまに高く評価いただい

た成果だと考えております。

他社の追随を許さず、グローバルに展開する多国籍企業の

お客さまから高い評価をいただいています。

※  FMVリース：リース期間終了後にお客さまから物件返却、買取、リース延長等
オプションを選んでいただき、その際の取引価格をFMV（Fair Market Value 
＝公正市場価格）で決める柔軟性に富むリース契約。リース契約時にコミットす
るのではなく、リース満了当時の物件状況、お客さまの事業内容や財務状況等
に合わせて最適なオプションを選んでいただけるため、特に技術の進歩が速
い資産の調達方法として支持されています。

シナジーによって充実の  
サポートを提供

　2016年6月に東京センチュリーの完全子会社になりまし

たが、この数年でシナジーを強く実感し、今後も大きな成長

が期待できます。米州と欧州に強いCSIとアジアに大きなプ

レゼンスがある東京センチュリーとは、地域的な補完関係に

もあり、37の国と地域でサービスが可能です。

　また、これまでグローバルで展開してきたCSIのプラット

フォームと各地域のマーケットに対する深い知見は、既に 

東京センチュリーの顧客である日本企業の海外進出のサ

ポートを実現しています。

これまでの経験を活かした  
C S Iの成長戦略

　CSIでは、3つの成長戦略によって収益性を高めていきた

いと考えています。

　第1に、従来の IT機器のダイレクトセールスビジネスの増

強です。エンドユーザーのニーズに合わせて直接リース・

サービスを提供するコンサルティングセールスを引き続き推

進します。次にベンダービジネスの拡大です。私たちが培っ

てきた知見や付加価値の高いサービス、グローバル拠点網

を活用し、ベンダーがエンドユーザーに機器を提供する際に

ファイナンスサービスを提供します。さらに第3として、IT

1 9 7 0年代からグローバルで  
事業展開

　CSI Leasing（CSI）は、米国に本社を置くグローバル

大手の独立系リース会社です。特定のメーカーに縛られな

い独立系ならではの自由なビジネス環境を活かし、お客さま

のニーズに合わせてカスタマイズしたソリューションを提供

するコンサルティングセールスにより、お客さまと長期にわ

たる信頼関係を築き、米国はもとより中南米や欧州などで

幅広く事業展開を行っています。

　FMVリース※や100％子会社であるEPCでの総合的ライ

フサイクルマネジメントサービス（データセキュリティサービ

ス、リマーケティング、リサイクリング）など、約半世紀にわ

たって培った独自のノウハウと付加価値の高いサービスは

ブランド価値向上と将来に向けた  
指針

　NRSは、業界で初めて「ブ

ランド・オブ・ザ・イヤー」を受

賞しましたが、過去から現在

に至るまでNRSを支えていた

だいているお客さま、株主、

従業員などすべてのステーク

ホルダーの皆さまのお陰だと

感謝しております。

　重要なのは、ご評価いただいたブランド力をどう維持・発

展させていくかということです。NRSはブランド力の更な

る発展に向けて、経営理念と行動指針を改めて見直し、グ

ループ全従業員が同じ方向に向かって行動するよう徹底を

図りました。

　また、ブランド力の発展に関しては従業員満足度の向上も

重要なテーマです。働き甲斐を持ち、気持ちよく働いてくれ

る従業員がいて、初めてお客さまに心からご満足いただけ

る最高のサービスが提供できるものだと考えております。

さらに、サステナブルな成長を目指すに当たっては、新経営

理念で掲げたように先進的かつ魅力的なサービスを追求し

てまいります。

　具体的には ICTを活用し、NRSと親密な航空会社や鉄

道・バス会社などをはじめとする他業種企業と連携し、移動

にかかわる利便性の高いシームレスなビジネスモデルの構

築を目指してまいります。今後も東京センチュリーグループ

との連携を強化し、業容拡大を目指すことでグループの連

結収益に貢献していく所存です。

持続可能な資源利用への対応OUR MATERIALITY

新経営理念

「ニッポンレンタカーグループは、お客さまにクルマの利用

にかかわる先進的かつ魅力的なサービスを提供し、その利

用価値を永続的に高め、人々の移動に欠かせない事業体と

して社会に貢献します」

新行動指針

私たちは、一丸となって、

1. 安全・安心・きれいで快適な車両と、心からご満足い

ただける最高のサービスを提供し、お客さまから最高

の信頼を得られるよう努めます。

2. お客さまに便利で経済的にクルマを使用していただけ

るよう、斬新で独自性のあるサービスを提供すること

に常にチャレンジしつづけます。

3. 共に働くなかまの人間性を尊重し支えあいながら、働

き甲斐があり一人ひとりの成長が実現できる明るい職

場を築くよう努めます。
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CASE 04　　CSI Leasing

北村  登志夫
常務執行役員 国際営業第二部門長 
（兼）CSI Leasing, Inc. Vice Chairman

初の協業から長い月日を経て  
1 0 0％の資本関係に。

両社の知見と実績の融合で、 
循環型経済社会の実現に貢献する  
金融・サービスを提供します。

TOPICS　北米における ITAD事業：EPC

コンプライアンスに準拠した適正なリサイクルを実現

　EPCは、セントルイスに本社がある米

国トップクラスのITAD専門企業。アトラ

ンタとカナダ・バンクーバーの新設拠点を

含め、北米において11の拠点を展開し、

IT機器のデータ消去などのライフサイク

ルマネジメントに関わるサービスを提供し

ています。

　その中でもユニークなのが、自社開発

による専用トラックで、お客さま施設の敷

地内に出張して破砕するサービスを提供

しています。破砕状況はお客さまも映像

で確認することができ、なおかつ破砕証

明書を発行しています。専用トラックは現

在11台を配置し、CSIのお客さまには無

料でサービスを提供しています。

　お客さまから引き取ったリース終了後

のIT機器は検品し、データ消去後に動作

確認を行ってリユース品として出荷しま

す。また、リユースできないものは巨大

なシュレッディングマシンで砕き、銅やア

ルミ、鉄、プラスチックなどに分別してマ

テリアルを再利用しています。

　IT機器リースの市場規模が世界第1位
である米国において、こうしたコンプラ

イアンスに準拠したITADサービスは非常

に重要であり、ニーズは更に高まってい

ます。今後もグローバルで拠点とサービ

スの拡充を図り、循環型経済社会の実現

に貢献していきます。

以外へのビジネスの多様化です。これまでの IT機器リース

で培ったノウハウを活かし、航空機の地上支援機材や携帯

電話などのモバイル機器、医療診断装置およびハイテク手

術用機器などの新しい分野への挑戦を始めています。この

ビジネスの多様化は、2018年より本格的に推進しており、

既に成果が出始めています。

東京センチュリーとのシナジー

　東京センチュリーとの関わりは、2003年にメキシコで日系

企業向けリースを共同で組成したことが始まりです。以来、

互いをよく理解し信頼関係が醸成されたことから2012年に

包括パートナーシップ契約を締結、その後の資本参加を経

て、2016年に東京センチュリーの完全子会社となりました。

　日系企業との取引は、東京センチュリーの資本参加により

一気に加速しました。取引形態として2つの展開があり、海

外で事業展開する日系企業へのリースと、日系メーカーが

海外で製品を販売する際のファイナンスサービスです。CSI

と東京センチュリーの実績と信頼をベースに日系企業向け

サービスは急拡大しています。

　また、欧米のみならずアジアでの協働も加速しています。

両社が拠点を持つ中国、シンガポール、マレーシアは相互連

携により、CSIが拠点を持たないタイ、フィリピン、台湾等に

おいても両社協働のビジネス開拓を進めており、標準化され

た高いサービスをグローバル基準で提供していきます。今

後も東京センチュリーとCSIの躍進にご期待ください。

CSIは人材の宝庫、深い知見とコンサル
ティング力が競争優位の源泉に

　CSIの完全子会社化と同時にスティーブ・ハミルトン氏が

CEOとなり新しい経営体制を構築しました。彼の強いリーダー

シップの下、マネジメントチームが一丸となってビジョンの共有

をはじめ、ビジネスの標準化や差別化戦略を推進してきました。

　CSIの強みは、コンサルティング力と金融機関とのパート

ナーシップにあります。コンサルティング力が第一の強みの

理由は、単にファイナンスを提供しているのではなく、きめ

細かなコンサルテーションによってお客さまが本来求めてい

るサービスの提供を最重視しているからです。例えば全米

に複数のオフィスを持つ企業へパソコンをリースすると、お

およそ3年で機種変更が必要になります。何万人もいる社

員一人ひとりのパソコンを同時に変更することは難しく、地

域によってベンダーや時期が異なることから、CSIがITベン

ダーの取りまとめや、機種変更の時期などトータルにアレン

ジを行っています。また、リース終了後の IT機器は情報セ

キュリティの課題があり、データ消去やハードディスク破壊

処理も大きなニーズになっています。CSIは、100％子会

社EPCを通じてお客さまのこうしたニーズに対応しライフ

サイクルマネジメントサービスを提供してまいります。

　米国において独立系FMVリースの最大手となるCSIは、

優れた人材の宝庫だというのも大きな強みです。コンサル

ティングのみならず、プライシングや法務などのバックオフィ

スにも有能なプロフェッショナルが集まっています。加えて

新体制が実施してきた施策により、グローバルで活躍する約

1,000名の人材のパフォーマンスは更に向上しています。こ

れからもFMVリースの更なる営業力強化はもちろん、多様な

ビジネスへの挑戦によって差別化戦略を推進していきます。

I T A D事業によって  
サプライチェーンが完結

　CSIが提供するIT機器のライフサイクルマネジメント

サービスにおいて、差別化戦略の柱となっているのがデー

タ消去などの情報セキュリティ対策サービスです。CSIの

子会社であるEPCは7カ国17拠点で ITAD※事業を展開

しており、IT機器のデータ消去や破砕処理サービスを行っ

ています。また、拠点のない国では各地域のパートナーと

連携し、世界70カ国以上でサービスを実現しています。

　リース終了後のIT機器には、お客さまの機密情報が詰まっ

ているため、お客さまのご要望に合わせて、復元不可能なデー

タ消去か、ハードディスクそのものの破砕処理を行います。

　EPCは、専用トラックも保有しており、お客さま企業に出

向き、その場でハードディスクを破砕します。情報セキュリ

ティに対するニーズが高まる中、CSIのリース物件ではな

いIT機器の処理依頼も数多く、そこから新たなリースビジネ

スにつながることもあります。

　EPCのITAD事業により、CSIのサプライチェーンは完結

しており、廃棄物の削減と3Rが徹底されています。今後は、

EPCの事業をグローバルで標準化していき、どこの地域に

おいても同等の高品位サービスを提供したいと考えていま

す。これは、他の追随を許さないグローバルベースのビジ

ネスモデルになる可能性が高く、拠点拡大とともに積極的に

推進していく計画です。

※  ITAD（ IT Asset Disposition）：情報管理・環境保護等コンプライアンスに
準拠した安全かつ適切な方法でIT資産を処分すること。
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CASE 05　　人材戦略インタビュー

多様性のある人材開発

　第四次中期経営計画においても、優秀な人材の確保と育

成が不断の取り組みとなります。人事施策では、従業員と向

き合い、意見を聞くことで、働きやすい職場環境と従業員の

ライフスタイルに沿った人事施策を導入するなど、従業員の

意見を踏まえて様々な取り組みを検討しました。

　具体的には、働き方改革の一環としてテレワークや在宅勤

務の導入検討、健康増進施策、障がい者雇用の拡大などで

す。また、組織目線ではなく従業員目線で人事施策を行うキャ

リアデザイン室を新設しました。従業員はキャリア形成におい

て様々な節目において、ワークとライフのバランスに悩むこ

とも出てくると思いますが、このような悩みに寄り添い、課題

解決のサポートをするのがキャリアデザイン室の役割です。

　従業員がやりがいを持って働き、新しいことに挑戦するこ

とを会社が支援することで、新しい事業が生まれ、会社の成

長につながると考えています。

グローバル人材の確保・育成

　10年前の統合時に連結で1,700名だった従業員は現在

7,000名を超え、スペシャルティ事業分野と国際事業分野の

拡大とともに海外勤務者数も80名から1,500名と大きく増加

しました。

　人材のグローバル化への対応という点では、外国人や留

学経験のある学生の新卒採用や海外での勤務経験がある

キャリア人材の採用を増やしており、会社が様変わりしたと

感じている従業員も多くいるのではないかと思います。

　現場で活躍できる人材の育成には、人事部での育成施策

だけでは不十分であり、現場での経験と育成が重要と考えて

います。グローバルという点では、入社1年目も含め、海外

の現場を経験させるトレーニー制度を用意しています。また、

業務を任せて見守り、適切なタイミングでアドバイスすると

いった指導・育成を続けることが必要であり、このような指導

ができる中堅層の強化も大事な責務だと認識しています。こ

ういった育成の積み重ねにより、従業員一人ひとりが達成感

や自己効力感を得ることで、成長につながると考えています。

事業特性に合わせた人事制度と  
キャリアデザイン

　人事制度については、各事業分野に適したプラットフォームの

整備が必要と考えています。勤務時間の見直しもその一つです。

例えば海外とのやりとりが多い部署では、海外の時刻に応じて

勤務できるようにすることが必要です。また、働き方改革の一

環で、スペシャルティ事業分野ではシンクライアントパソコンを

導入、場所や時間を選ばない働き方が可能になりました。合わ

せて、従業員の柔軟な発想を促すためにオフィスレイアウトの変

更も進めています。このように、いろいろな勤務形態を導入し、

全体の人事制度設計に反映させていくことを考えています。

　従業員それぞれが様々な事情を抱えている中、いきいき

と働ける環境の整備は喫緊の課題と認識しています。2019

年4月からは、始業・終業時間を最大で2時間ずらすことが

できる「時差勤務制度」を導入したほか、今後はテレワーク

や在宅勤務などの導入も検討しています。

　一方、従業員には長く必要とされる人材であり続けることが

求められています。キャリア形成もポストを目指すだけではな

く、プロフェッショナルを目指すことも重要だと考えています。

社員のキャリアに関する相談についても、新たに立ち上げたキャ

リアデザイン室でしっかりと対応していきたいと考えています。

人材の位置付けと多様性のある  
人材の確保

　当社グループの事業内容は、この10年間で大きく変化して

います。合併当初は国内リース事業分野がセグメント資産残

高の8割を占めていましたが、今はウエイトが4割まで下がり、

国内オート事業分野、スペシャルティ事業分野、国際事業分

野が大きく伸長しています。リースという既存の概念にとらわ

れず、リースとサービスを組み合わせた手法を取り入れ、取

引先とともに新たな事業に取り組むことにより、「金融機能を

持つ事業会社」として新たなサービスを創出しています。

　このように、当社は国内リース事業に加え、国内オート事

業、スペシャルティ事業、国際事業を大きく伸長する中にお

いて、高い専門性を持つ人材のキャリア採用を増やしてきま

した。異なるバックボーンを持つ者同士が刺激し合いながら

新しいアイデアを創出し、事業化につなげることにより、多

様性ある自由闊達な企業風土が醸成されると考えています。

このようなことから、当社の優位性はまさに「人財」にある

と言えます。

人材戦略インタビュー

グループの持続的成長を支える人材の確保と育成

当社グループは、事業領域の拡大に伴い、キャリア採用を積極的に行い、多様性のある自由闊達な企業文化を醸成して
います。専門性の高い人材が更に活躍の場を広げ、当社グループの持続的成長の原動力となるための取り組みを 
常務執行役員の野村が語ります。

CASE 05

野村  吉夫
常務執行役員 人事部門長（兼）総務部門長

在宅ワークの制度化により、 
柔軟な働き方が可能になることを期待しています。
　小学3年生と2歳の2人の子どもを育てながら時短で働いています。所属するスペシャルティ事業分野の成長

に伴い業務も多様化し、チームとして限られた勤務時間で最大限の成果を出すことが求められています。子ども

の発熱等急な休暇取得に備え、共に仕事をしているメンバーとは常に業務や情報の共有を行っています。

　在宅ワーク制度は、共働き家庭にとって子どもの発熱や学級閉鎖の時に利用できるほか、それ以外の社員にとっ

ても通勤時間がなくなるなど、活用するメリットは非常に大きいと考えています。生産性向上とワーク・ライフバ

ランス実現に向け、在宅ワークの制度化を期待しています。

東京センチュリーの海外ビジネスの拡大に  
貢献できるよう日々努力しています。
　当社出資先であるインドネシア現地法人に出向しています。同社はインドネシアにおいてOVOブランドで電子

マネーサービスを提供しており、私は、コンシューマー向けファイナンス商品の開発サポート、グループ会社との

連携推進、東京センチュリー本社への定期報告を行っています。インドネシアでは、メールよりSNSを利用するこ

とが多く、スマートフォンが業務上不可欠であることに驚きました。

　今後は出向先での経験を活用して、海外パートナー企業との良好な関係を構築するなど、東京センチュリーの

アライアンス戦略の推進による海外ビジネスの拡大に貢献していきたいです。

浅見  杏子
スペシャルティ営業統括部 企画グループ

孫  暢言
PT. VISIONET INTERNATIONAL出向

人材力強化につながる職場環境整備OUR MATERIALITY
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産前休業
産前6週間

産後休業
産後8週間

育児休業
満2歳6ヶ月まで

健康診査等通院特別休暇
妊娠～産後1年間（うち必要な日数）

配偶者出産特別休暇
産前1ヶ月～産後2週間（うち5日）

看護休暇
小学校就学前（年間5日まで、1日単位または半日単位での取得可）

短時間勤務
小学校3年生まで（最大75分短縮）

始業・終業時刻繰り上げ
小学校3年生まで（最大2時間）

始業・終業時刻繰り下げ
小学校3年生まで（最大2時間）

時間外勤務免除
小学校3年生まで

CASE 05　　人材戦略インタビュー

多様な働き方と人材育成

キャリアデザイン室の新設

　当社は、従業員のキャリア形成を支援するキャリアデザ

イン室を2019年4月に新設しました。キャリアデザイン室

は、自らのキャリアは組織に委ねるのではなく、従業員が主

体的に形成できるよう支援しています。入社3年目、10年

目などキャリアの節目で研修や面談を実施、変化の激しい

事業環境の中で、自らの働き方を振り返り、強み、弱み、

ワークライフバランスなどを考慮し、自分が目指したい姿の

実現をサポートしています。また、キャリアデザイン室には

相談窓口もあり、キャリアデザイン室のメンバーだけでな

く、社外のキャリアコンサルタントにもキャリア設計や仕事

の悩みなどキャリア全般について幅広く相談することがで

きます。

　自分が目指したい姿の実現に向けてサポートすることで、

従業員の成長を会社の持続的な成長につなげていきます。

多様な働き方

　当社グループでは、「ダイバーシティ基本方針」に基づい

た様々な施策に取り組んでいます。人種、宗教、性別、年

齢、性的指向、障がいの有無、国籍にとらわれず、多様な

人材の採用・育成・登用を推進し、各人材の個性が活かせる

職場づくりを目指しています。2016年3月には「女性の活

躍推進に向けた行動計画」を策定し、2020年3月31日まで

の定量的目標を掲げています。

当社グループは、「人材こそが財産であり、企業が持続的に成長する原動力である」と考えています。社員一人ひとりが持つ様々
な能力と個性の発揮を促すため、自発的なキャリア形成と能力開発を支援しており、全社をあげて様々な取り組みを行っていま
す。グローバルな視点とプロフェッショナリティを持ち合わせた、多様な人材が活躍できる企業風土と業務の効率化を意識した
柔軟な働き方を可能にする職場づくりを目指します。

両立支援の充実
出産・育児や介護に携わる社員への積極的な支援により、仕事と家庭の両立が図られる職場環境づくりを推進しています。

出産・育児 介護

介護休業
通算1年まで分割取得可 
［取得回数の制限なし］

介護休暇
年間5日まで、 

1日単位または半日単位での取得可

短時間勤務
利用開始から3年間（最大2時間短縮） 

［取得回数の制限なし］

始業・終業時刻繰り上げ
利用開始から3年間（最大2時間） 
［取得回数の制限なし］

始業・終業時刻繰り下げ
利用開始から3年間（最大2時間） 
［取得回数の制限なし］

時間外勤務免除
家族の介護終了まで

妊娠 出産 1歳 2歳 小学校 
就学前

小学校 
3年生まで

　働き方への取り組みについては、2017年4月から時間単

位で休暇を取得できる「時間休制度」を導入。2018年3月

には「働き方改革アクションプラン」を策定。また、2019年

4月からは、育児・介護、病気で通院している従業員などが、

多様で柔軟な働き方を実現するための施策の一つとして、

始業・終業時刻が最大2時間繰り上げ・繰り下げが可能な

「時差勤務制度」も導入しました。

　さらに、テレワークの導入等についても検討を進めており、

社員一人ひとりの事情に合わせた多様で柔軟な働き方の実

現に向けて、仕事と家庭の両立をサポートしていく考えです。

人材関連データ　目標と実績

人材育成

　当社グループでは、従業員の年次やキャリアプランに合

わせて多様な教育プログラムを整えています。

　従業員自身が、パーソナリティの特徴や将来開発すべき

能力を客観的に把握し、高めていきたいスキル・能力を上司

のサポートを得ながら自らが選択し、働きがいを実感しなが

ら、自己成長していける体系としています。

　また、従業員一人ひとりの職業人生を通じたキャリアにつ

いて、自らが主体となって構想・設計し、実現していくことを

サポートしていくため、人事部内にキャリアデザイン室を設

置しています。世代ごとに研修と面談、任意で相談ができる

窓口を開設して、従業員のキャリア形成に注力しています。

　その他、自己成長のための学習費用補助金・奨励金支給

制度、グローバル人材の育成プランなどにも力を入れ、従

業員の学ぶ姿勢を応援しています。

実績 目標（2020年3月31日）

新卒採用に占める女性比率 2019年4月実績 50 ％ 30 ％以上

管理職に占める女性比率 2019年3月末現在 7.2 ％ 10 ％以上

男性の育児休業取得率 2018年度実績 100 ％ 100 ％

有給休暇取得率 2018年度実績 77.3 ％ 70 ％以上

1ヶ月あたりの平均時間外労働時間 2018年度実績 8.3 時間 10時間以内を維持
介護離職者 2018年度実績 2 名 介護離職者をゼロにする
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