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個人情報保護 

個人情報とは、特定個人の識別情報であり、番号などの識別子単体の情報もこれに該当します。当社は、個人番号を含む

個人情報を適切に保護することが当社の社会的責務と考え、独自の個人情報保護方針を定め、これを実行し、かつ、維持し

ています。また、関連法令に示された個人情報の保護だけでなく、プライバシーに関わる情報についても配慮した事業活動

を行っています。 

方針 

当社は、事業活動を通じてお預かりしたお客さま、株主・投資家、お取引先、従業員などの個人情報を適切に保護することが当社の大きな

社会的責務と考え、この考え方を、2000年 7月に「NEC個人情報保護方針」として規定しました。 

 NEC個人情報保護方針 

さらに、個人情報保護推進体制を構築し、2004 年には「個人情報保護法」ならびに「JIS Q 15001」に準拠した「個人情報保護マ

ネジメントシステム」を確立して、お客さまからの信頼を獲得し、個人情報を取り扱うシステムに関するさまざまな課題の解決に努め

ています。 

 

また、当社は 2005 年 10 月に「プライバシーマーク」を取得し、2015 年 10 月にはプライバシーマークの認証を更新しました。

NEC グループ全体では、2017 年 3 月末時点で 30 社がプライバシーマークを取得済みです。 

 

これからも、当社は国内子会社と連携して個人情報保護に取り組み、マネジメントシステムの継続的改善に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 プライバシーマーク制度推進体制 

推進体制 

当社では、個人情報保護マネジメントシステムの運用に関する総括的な責任者として、各部門の個人情報保護の主管部門長が「個人情報

保護管理者」を務めています。さらに、個人情報保護法よりも厳格な番号法に対応するために、マイナンバーに関する対応についても、特

定個人情報保護責任者としての役割を追加しています。そして、その個人情報保護管理者が選任した「個人情報保護推進事務局長」を

リーダーとして、内部統制推進部顧客情報セキュリティ室が中心となって、NEC グループ全体の個人情報保護の推進に取り組んでいま

す。 

 

また、経営監査本部長を「個人情報保護監査責任者」として、「JIS Q 15001」に規定されている個人情報保護に関する内部監査を

定期的に実施しています。各事業部門では、部門長を責任者として、取り扱う個人情報ごとに取扱責任者や取扱担当者を置き、個人情

報を取り扱っている現場への個人情報保護の周知徹底をはかっています。そして、各部門単位で「個人情報保護推進者」を任命し、管

理体制を確立して運用しています。  

http://jpn.nec.com/site/privacy/index.html
http://privacymark.jp/
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全社の管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個人情報保護管理者 
個人情報保護マネジメントシステムの実施および運用

に関する総括的な責任および権限を持つ者（特定個人

情報保護責任者を兼ねる）。 

（人事部、総務部、法務部、ｶｽﾀﾏｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ、経営ｼｽﾃﾑ本部、 

調達本部、営業企画本部、内部統制推進部などのメンバーで構成） 

 

個人情報保護管理者および個人情報保護推進事務局長の指示に基づき、 

全社における個人情報保護マネジメントシステムの推進、その内容の 

従業員等への周知徹底、教育の計画、実施および問合せ対応などを 

担当する。 

監査部門（経営監査本部） 個人情報保護マネジメントシステムの整備状況

（JISQ15001への適合状況を含む。）、体制整

備状況、および運用遵守状況を定期的に監査す

る（計画、実施）。 

個人情報保護監査責任者（経営監査本部長） 個人情報保護に関する監査の計画、実施お

よび報告を行う責任および権限を持つ者。 

個人情報保護推進事務局 

個人情報保護のための手順を確立し、維持する。 

個人情報保護推進事務局長 

主管部門＝内部統制推進部 

（個人情報保護管理者が選任） 

特定個人情報保護責任者 
特定個人情報の取り扱いに関する責任および権限を

持つ者。 
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事業部等の管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内子会社においては、2005 年 4 月の個人情報保護法、さらに、2015 年 10 月の番号法の全面施行、2017 年 5 月の改正個人情報

保護法にあわせて同等の体制を構築し、個人情報保護を推進しています。また、海外子会社においても、各国の法制度を遵守すること

により個人情報保護の推進に取り組んでいます。 

個人情報の漏えいなどの緊急時における対応 

NEC では個人情報の紛失・流出・漏えいなどの事件・事故の発生に備え、迅速な対応と情報公開を実施する体制を整備しています。

万が一、事件・事故が発生した場合には、標準化した手続きに従って対応します。 

 

また、個人情報に関連した事件・事故、またはそのリスクのある事案が発生した場合には、まず当事者や発見者が、各部門の責任者

ならびに情報セキュリティインシデント対応窓口に報告します。報告を受けた窓口部門は、関連する法令・省庁指針等に従い、本人の

権利、利益の侵害リスクを勘案したうえで、個人情報保護推進事務局を構成する関連部門と連携して対処します。 

 

  

事業部等の長 事業部等における個人情報保護に関する統括管理責任者。 

取扱責任者 
具体的業務において、個人情報保護に関する管理

責任を負う者（事務取扱責任者を兼務）。 

個人情報保護推進者 事業部等の長を補佐し、事業部等に

おいて個人情報の管理体制の確立、

運用、改善を推進し、その徹底をは

かる者。 

取扱担当者 具体的業務において、個人情報保護の管理

を担当する者。 

事務取扱責任者 
特定個人情報の事務ならびにそれらの事務を外部

に委託する場合の指示および監督を行う者。 

事務取扱担当者 特定個人情報の事務を行う者、なら

びに情報システムで特定個人情報を

取り扱う者。 
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2016年度の主な活動実績 

個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護マネジメントシステムを運用するために、「NECグループ企業行動憲章」および「NEC

グループ行動規範」に基づいた「NEC 個人情報保護方針」、ならびに「NEC 個人情報保護規程」を NEC の共通ルールとして制定して

います。 

 

これらを各社が実施し、自律的に PDCA サイクルを回すことで、個人情報の適切な管理につなげていこうと考えています。 

個人情報保護に関する教育 

当社では、以下のような階層別教育を実施しています。 

1． 全従業者向け教育（NEC向け） 

NECの役員および従業員を対象に、毎年 1回、情報セキュリティ教育をWeb研修で実施しています。さらに、当社と国内子会社には個

人情報保護の内容も合わせてWeb研修で教育を実施しています。2016年度も、当社は全対象者の教育修了率 100％を達成しました。ま

た、マイナンバーに関するWeb研修も別途、当社と国内子会社の役員および従業員を対象に実施しました。 

 

2． 推進者向け教育（当社と国内子会社向け） 

個人情報保護推進の役割を担う情報セキュリティ推進者向けの集合教育を、2016年度は 4回実施しました。 

 

3． 新入社員・転入社員向け研修 

2016年度は、導入教育用に個人情報保護の小冊子を作成し、新入社員・転入社員に配付して研修を実施しました。また、事故発生部門か

ら要望のある場合や、個人情報保護推進事務局が必要と判断した場合には、適宜、国内子会社単位あるいは事業部門単位で啓発教育を実施

しています。 

個人情報の管理（NECにおける取り組み） 

NEC では、個人情報を台帳管理し、管理状況を“見える化”する「個人情報管理台帳システム」を構築しています。 

さらに、標準手順を文書化して個人情報保護マネジメントシステムを運用しています。そして必要に応じて、各事業部門単位、個人情報単

位での運用ルールを制定し、これを徹底しています。 

また、個人情報を含む情報全般のセキュリティに関する意識の向上を目的に、「お客様対応作業及び企業秘密取り扱いの遵守事項」

を定め、NEC の全従業員を対象に毎年「電子誓約」をするよう求めています。 

 

このような取り組みの結果、2016 年度には個人情報の紛失・流失・漏えい等の事件・事故は発生していません。また、主管官庁で

ある経済産業省やその他の第三者機関から、顧客のプライバシー侵害に関する苦情等も寄せられていません。 

個人情報の管理（お客さま/お取引先向けの取り組み） 

当社と国内子会社では、個人情報を取り扱う業務を委託する際には、委託先に対しても NEC グループと同等の個人情報保護に関する

運用を依頼しています。また、当社または国内子会社の業務に従事するお取引先に対しても、「お客様対応作業における遵守事項」に

関する誓約書の提出を要請し、Web による定期的な確認テストも実施して、個人情報保護の徹底を依頼しています。このような取り組

みの結果、委託先においても、2016 年度には個人情報の紛失・流失・漏えい等の事件・事故は発生していません。 

 

マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）は、社会保障や税の給付と負担の公平性をはかり、行政機関に提出する添付書類などが

不要になるなど、手続きの効率性・透明性を高めた行政サービスの提供を可能とするものです。しかし、マイナンバーは特定個人情報

として、慎重に取り扱う必要があります。したがって、セキュリティを確保した運用のために、アクセス制御、外部からの不正アクセ

ス防止、情報漏えいの防止等の技術的対策を実施するとともに、各システムにおけるプライバシー保護対策が十分なレベルになるよう

取り組んでいます。 
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NECのマイナンバー制度対応システムの全体像 

 

また、当社と国内子会社では、既存のソリューション・要素技術を活用し、マイナンバーの収集から管理・保管、提出に至る業務プ

ロセスをトータルに実施するシステムを構築しました。さらに、マイナンバー制度対応において不可欠である従業員向け Web 研修など

を整備し、実施しました。その結果、マイナンバー制度に対応する標準化・集約化された業務プロセスが確立されるとともに、マイナ

ンバー制度対応を検討中のお客さまに向けたソリューションの提供が可能になりました。 

 

今後も当社と国内子会社では、実際にマイナンバーの運用を行っていく中で得られた知見を活かし、より高品質なソリューションの

開発を進めていきます。 

モニタリング・改善 

NEC では、各種点検活動を通じて自律的に PDCA サイクルを回し、個人情報を適切に管理しています。 

 

また、当社と国内子会社では JIS Q15001 の内部監査チェック項目に基づいて定期的に内部監査を実施しています。さらにマイナン

バーを取り扱う業務については、国の安全管理細則に基づき作成した安全管理措置チェックシートや再委託時のセルフチェックシート

を使って、取り扱い部門および委託先のモニタリングを実施しています。 

 

1． 情報セキュリティ対策の運用の確認 

NECでは、年 1回、各従業員における情報セキュリティ施策の実施状況を確認し、不備があれば、組織単位で改善計画を立案・遂行する

活動を実施しています。 

 

2． 個人情報の管理状況の確認 

NECでは、各組織で管理しているそれぞれの個人情報について、管理状況の見直しを年 1回以上実施しており、個人情報管理台帳システ

ムに登録された管理票の見直しを実施しています。管理レベルが高い個人情報（マイナンバー含む）については、システム上で定期的に点検

を行います（1回／半期）。 

 

3． 緊急時運用の確認 

万一、個人情報の紛失・流出・漏えい等の事件・事故が発生した場合には、随時、上記の運用の再確認を実施します。  

マシンルーム マイナンバー専用オペレーションルーム

持ち出し制御

アクセス管理

暗号化

事務取扱担当者

システム管理者

データセンター

マシンルーム

収集

持ち出し制御

管理・廃棄

個人番号管理システム

国・自治体

管理
保管

提出

SDN

暗号化

顔認証

アクセス管理 不正アクセス防止・
改ざん防止

アクセスログ確認・
分析

カード認証

個人番号

法定調書

eトレーニング

教育サービス

集合研修

ワークフローでの収集

マイナンバー制度対応業務システム
NEC EXPLANNER/FL

スマートフォンでの収集

NEC マイナンバー対応
BPOサービス

カード認証

eトレーニング

教育サービス

集合研修

eトレーニング

教育サービス
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目標と成果 

中期目標(2016～2018年度) 

 

2016年度の目標、成果・進捗、達成度 

（達成度：◎目標達成、〇目標ほぼ達成、△目標一部達成、Ｘ進捗なし） 

 

 

 

 

 

 

１．個人情報保護のグローバルな対応 

 

・国外の法令について、海外子会社と連携し対応 

・海外子会社、海外お取引先への遵守事項の誓約を、2016年度からアジア圏中心に 

拡充 

２．個人情報保護（マイナンバー含む）の 

法令改正対応 

・国内外の法令改正に伴い社内ルールを 2016年度から検討、2017年度再整備、 

周知、2018年度は再徹底 

３．個人情報保護マネジメントシステムの 

再構築 

・マイナンバー制度の運用実施状況のモニタリング実施現場の改善、指導を 2016年度 

から毎年実施 

目標 成果・進捗 達成度 

１．個人情報保護のグローバル展開の拡充 

・改正個人情報保護法に関する教育の実

施、情報発信の強化 

・各地域における個人情報保護の運用徹

底、支援 

 

・各国の個人情報保護法の動向について、各地域現地法人の法務部門長と

情報共有、意見交換を行いました。 

・「外国事業者への国内個人情報提供の制限」について、情報セキュリテ

ィの会議体や説明会、機関誌を通じて当社と国内子会社の推進者に周知

しました。 

・欧州の一般データ保護規則（GDPR）の注意点に関して、海外から個人デ

ータを国内へ移転規制する場合の適用除外事項について、情報セキュリ

ティの会議体等で説明しました。 

◎ 

2．NEC 個人情報保護管理基準の見直しによる

マイナンバー制度への実務対応 

・個人情報保護法改正にともなうマニュア

ル等の見直し 

・当社、国内子会社における運用の徹底、

支援 

 

・個人情報保護法の改正にともない、改正ポイントを幹部クラスや各部門

推進関係者、当社と国内子会社の法務担当者に説明会で解説しました。

個人情報保護のマニュアルの一部改訂、新規作成を行いました。 

・お客さまや従業員のマイナンバーの所在を明確にするため、個人情報管

理台帳システムに、保管部門や管理責任者等を登録できるように改善し

ました。 

・マイナンバーの取り扱いに関する注意事項をプロジェクトマネージャー

や各部門の推進者等へ巡回して説明会を開催しました。 

◎ 

３．個人情報保護マネジメントシステムの再構

築、国内子会社の統廃合に合わせた個人情 

報保護マネジメントシステムの再構築 

・標準ルール見直し、実施基準の改正 

・国内子会社統廃合にともない個人情報保護のマニュアルを見直しまし

た。 

・改正個人情報保護法の全面施行前に実施する全社員対象の Web 教育を個

人情報保護法の改正点等のコンテンツへすべて更新しました。 

・カメラ画像データ利活用ソリューションのビジネス拡大のため、経済産

業省に働きかけ、IoT推進コンソーシアムにカメラ画像利活用サブワーキ

ンググループが立ち上がりました。7 月から 12 月に委員として参画し、

カメラ画像利活用ガイドブックの公開に貢献しました。 

◎ 
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26-27  コーポレート・ガバナンス    28-32   コンプライアンスとリスクマネジメント 

33   税務に対する考え方      34-37   公正な取引の推進 

38-43  事業継続         44-50   情報セキュリティ 

51-57  個人情報保護        58-62   サプライチェーンマネジメント 

63-72  イノベーションマネジメント 

 

NEC CSRレポート 2017 ガバナンス 環   境 社   会 CSR経営 

 

2017年度の目標 

 

１．個人情報保護のグローバルな対応 

 

・海外子会社の所在国の個人情報移転規制に関して、対応を見直します。 

・海外お取引先における、誓約締結の対象国を拡大します。 

２．個人情報保護の法令改正対応 ・個人情報の法令改正にともない、規程、マニュアル、個人情報管理台帳システムを改

訂します。 

３．個人情報保護マネジメントシステム再構築 ・委託先管理に必要な個人情報関連の帳票の記入漏れがないように、委託元、委託先の

関係者は専用システムに委託先管理に必要な事項を登録しエビデンスを残します。 

・カメラ画像データ利活用ソリューションのビジネス拡大のため、個人情報の取り扱い

や企業として配慮すべき情報公開等に関して、政府機関への働きかけと社内ルールの

整備を行います。 


