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ISO26000 に基づくステークホルダーレビュー 

NEC は、社会的責任の国際ガイダンス規格 ISO26000

でも重視している「ステークホルダーとの対話」を起点

として CSR 経営を改善していく取り組みを継続して実

施しています。2011 年以降、毎年行っている「CSR レ

ビューフォーラム」(CRF)との対話も、この取り組みの 

１つです。ISO26000 に基づき、CRF が当社の各主管 

部門と対話し、当社の活動をレビューしています。 

2016 年も、昨年に引き続き、5 月から 6 月にかけて、

CRF と対話を行いました。今回は、専門性の高いテーマ

についての対話に際し、CRF には所属していない

NPO、専門家のみなさまにも参加いただきました。 

CSR レビューフォーラムについて 

対話の概要 

オープニングでは、2016 年 4 月より、当社の CSR 担当役員となった加

藤直樹執行役員から、2015 年中期経営計画の振り返りと、2018 年中期経

営計画につきご説明した後、NEC の社会ソリューション事業が解決をめ

ざす、具体的な「社会課題」や、新事業創出の核となる人材育成の状況な

どについて対話を行いました。さらに、昨年度の対話でも指摘を受け、ま

た、当社としても重要課題と認識する以下 3 テーマについて対話を行いま

した。 

 

社会ソリューション事業展開にあたってのパートナリング 

昨年度の対話での「世界が抱える社会課題は、課題の大きさ、解決にかかるまでの期間ともに民間企業１社で解決できるレベルにはない。 

数社でネットワークを組んで解決にあたることが肝要である」とのご指摘を受け、今年度は、グローバルな社会課題の解決に向けて、事業 

イノベーション戦略本部の新事業推進事例や、防災・減災に関する事業で国連の防災分野の調整を行う機関 UNISDR の民間セクターグループ

ARISE とパートナリングを進めている事例をご説明し、他社等と連携することの意義と課題について対話を行いました。 
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社会ソリューション事業におけるプライバシーの取り扱いとルール化 

社会ソリューション事業展開にあたって、データの利活用とプライバシー保護の両立は最重要課題の１つとなっています。顔情報を活用す

る監視ソリューションを題材に、法制度の課題やルール化、ガイドライン化するにあたって配慮すべきことなどを話し合いました。本課題に

対しては、アカデミアの立場から情報セキュリティ大学院大学の湯淺墾道教授に、人権問題の有識者として、一般社団法人アジア・太平洋人

権情報センター(ヒューライツ大阪)の松岡 秀紀氏にも参加いただきました。また、CRF からの提言書のほかに、湯淺教授からも以下提言書を 

いただきました。→湯淺教授提言書 

 

 

CSR 調達 

昨年度の対話で取り上げたソリューション調達先における人権・労働のデュー・ディリジェンスを中心とした議論を今年も行いました。 

グローバルではサプライヤーにおける人権・労働問題への取り組みが求められていること、また、これらの課題に優先して取り組むことの重

要性について話し合いました。 
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参加レビュアーのご紹介 

CSR レビューフォーラムのみなさま 

CSR レビューフォーラムは、持続可能な社会にむけて、社会の最前線で課題解決に取り組む複数の市民組織(NGO や消費者団体など)、また

はそこに所属する個人がアライアンスを組んで設立した民間の非営利組織です。社会的責任に関する国際規格 ISO26000 をベースに、企業活

動への第三者レビューを行う「CSR レビュープログラム」を提供しています。 

 

ゲストレビュアーのみなさま (所属団体名五十音順) 

 

 

統括レビュアー 

一般社団法人 

CSR レビューフォーラム 

山口 智彦 氏 

 

 

 

レビュアー 

一般財団法人 

CSO ネットワーク 

黒田 かをり 氏 

 

レビュアー 

サステナビリティ消費者会議 

古谷 由紀子 氏 

 

レビュアー 

特定非営利活動法人 

ILO 活動推進日本協議会 

熊谷 謙一 氏 

 

レビュアー 

日中市民社会ネットワーク 

李 妍焱 

（Li Yanyan/リ ヤンヤン） 氏 

 

レビュアー 

一般財団法人 

アジア・太平洋人権情報 

センター(ヒューライツ大阪)  

松岡 秀紀 氏 

 

レビュアー 

情報セキュリティ大学院大学 

湯淺 墾道 氏 
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CSR レビューフォーラムからの「2016 年レビュー提言書」 

レビューの骨格 

レビュー6 年目となったことから、本年度は特に CSR レビューフォーラムの提言への NEC の取組みについての振り返りを重視しつつ、 

NEC の経営における主題となった社会課題解決事業、人権および CSR 調達の三課題について対話とレビューを行った。 

 

これら三課題は、NEC と CSR レビューフォーラムの双方がテーマを持ち寄って次のような検討を経て決定したものである。 

１）社会課題解決事業については、NEC が社会に与える影響のもっとも大きなものとして双方異論が無かった。 

２）人権については、今回、NEC から、IT が人権の観点で広く社会に影響を与えるものとして「プライバシー情報の利用」があり、 

今回は特にこれを議論したい、との要請があった。 

CSR レビューフォーラムにおいても重要な人権課題と捉え、テーマとした。 

３）CSR 調達は CSR の重要課題の一つであるとの認識のもとに、マネジメントシステムの整備進捗を確認するレビューとした。 

 

以下のスケジュールで、合計 4 回、NEC の各課題についての取組み報告につづいて、対話とレビューを行った。 

 

第一回 (5 月 18 日) 2013-2015 中期経営計画、および 2016-2018 中期経営計画における社会課題解決事業  

振り返りと今後の方針について 

第二回 (6 月 1 日)  人権尊重の枠組みレビューおよびビジネスと人権課題「プライバシー情報保護」議論 

第三回 (6 月 6 日)  CSR 調達の進捗 

第四回 （6 月 14 日）社会課題解決事業化の進捗および今後について  

 

 各回、議論された要点について、提言をまとめた。 

具体提言 

1. 中期経営計画 

 

1-1. 新しい中期経営計画「2018 中期経営計画」について 

 2016 年 4 月から始まる新中期経営計画の冒頭に、「NEC グループは、人が豊かに生きる安全・安心・効率・公平な社会を実現するため

に、社会価値創造型企業として ICT（情報通信技術）を活用して社会インフラを高度化する『社会ソリューション事業』に注力していま

す。」と掲げられている。 

 社会ソリューション企業であろうとする姿勢を示し、これを中期経営計画の軸とされたことについて深く敬意を表する。 

本レビューを通して、この方向での体制はどうあるべきかを模索し、社会・環境課題を起点とした事業の組み立てを試行してこられる様子

を伺ってきたが、すべて時間がかかる事柄である。末永く堅持していただきたい。 

 一方、中期経営計画を拝見して懸念も感じる。 

 社会ソリューション事業が自社の経済的な成長に結びつくという前提に立っていることである。 

 多くの企業の過去の実績が示すように、社会課題解決と収益は容易には両立しない。収益に重きを置けば、社会課題解決からは遠い普通の

事業となり、社会課題の本質的な解決に集中すれば、多くの場合、短期的には収益とは両立しがたい。 

 経営層は、社会課題解決と収益の両立は本来困難であるという認識を、中期経営計画等、経営方針を表す場で示し、その上で、これを両立

させていくという意志を、特に従業員と株主、および諸ステークホルダーに対して示し、説得していって行っていただきたい。その意志表明

への支持と信任を得てはじめて、思い切った経営を行うことができるのではないか。 
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上の事を加藤執行役員との対話の場で申しあげた。 

 

1-2. 社会課題解決のための社内の意識と体制づくりについて 

 今回のレビューでは、事業イノベーション戦略本部ビジネスモデルイノベーション室 中島室長に、構築しておられる体制の様子を詳細に

伺った。 

事業イノベーション戦略本部は、事業開発担当者（コーディネーター）と、デザイナーなど「感性」で物事をとらえられるメンバーがチー

ムを作り、各事業部を支えて新しいビジネスを立ち上げるプロセスを試行している。加えて、社会課題の探索の段階では、社外のステークホ

ルダーと会合し、議論するプロセスを組み込んでいるとのことであった。 

これを伺って、従来の社内だけで事業構築をするというスタイルから大きく前進していることを知り、今後の展開に大いに期待できると感

じた。 

ただ、社会課題解決事業は、課題解決と収益の相反問題に必ずぶつかる。例え短期的に利益に結びつかなくても社会的価値を実現するよう

な事業づくりのプロセス、スタイルを、どのようにＮＥＣ全体において、ＮＥＣ流仕事術（仕事への基本的な取り組み方）にしていくかが、

これからの大きな課題だと考える。 

事業イノベーション戦略本部の現在の取り組みは、新規事業の立ち上げにフォーカスしている。収益性と社会性が両立するような新規事業

を、社内社外を巻き込んでアイデアを出し、具体化していき、実証・検証を行い、ビジネスモデルに仕上げていく、というのが狙いである。

ＮＥＣの価値・理念のキーパーの役割を果たすよりも、新規ビジネスモデルの創出への貢献が、より期待されている。 

困難であっても社会課題解決と収益の両立を求めていくという全社宣言の上で、本事業本部を含めて社会課題解決に関わる各部署が、短期

利益に囚われず、社会課題に本格的に取り組むための体制を作り上げていっていただきたい。NEC の本気が伝われば、社会は必ず NEC を支

持する。 

事業の成果を収益だけで測るのではなく、どれだけ課題を解決したかを、数値であれ定性指標であれ、その成果を客観的に測る指標が必要

と考える。指標策定は検討中とのことなので、まずは試作し、評価を試行いただきたい。 

 

上の議論の上で、具体例として防災事業のお話を伺った。 

自然災害による被害の防止と対策は大きな社会課題であり、NEC は防災事業を社会ソリューション事業の柱の一つとしている。方針として

日本がこれまで築いてきた防災の手法や知見を他国の防災に生かすことを目指しており、具体的には、各国の地勢、風土、文化などを踏まえ

た総合的な防災計画を各国政府に提示することができるよう他社や国際機関との連携を深めているとのことであった。 

 各国政府との契約で防災事業を請け負うに当たっては、受託先の政府とのやりとりに終始することなく、NEC として、被災のリスクの大き

い生活者の声を直接聞き、その声を計画に反映していくことが大切、との認識をもって議論を終えた。 

 防災や通信基盤整備など、公共事業の受託は、NEC が社会課題解決と収益を両立させやすい分野であるが、今後の指針として、公共事業か

ら始めて、将来、民間事業まで社会ソリューション事業を展開する道筋の図示を期待したい。 

 

本題の総括としては、 

１）事業コーディネーター 

事業を行うさまざまな場所で必要な役割を果たせるコーディネーターを社内各部著で養成していくことが、NEC が社会ソリューション企業

となるための鍵である。コーディネーターとは、収益性を最終目標とするのではなく、事業の価値を見出し、価値に伴って収益が生まれるよ

うに導いていく存在だと考える。 

 会社の価値・理念のゲートキーパーであり、ステークホルダーを見つける能力に長け、社内・社外において多様な関係者の思いの仲介者と

なり、異なる言語体系、思考回路の翻訳者として、思い込みを相対化し、何が問題なのか浮き彫りにしていき、具体的に実現したい価値とは

なにかを示せるようにしていく存在である。ビジネスモデルイノベーション室は、上のようなコーディネーター育成の途上にある。 

 当室で育ったコーディネーターが、いずれは各事業部に配置され、各部署で次のコーディネーターを育成するというプロセスを一歩一歩進

めていただきたい。 
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２）全事業での人権、環境のデュー・ディリジェンス 

社会課題解決事業も含めて、どのような事業でも、プラスだけでなくマイナスの影響は生じうる。 

人権、環境のデュー・ディリジェンスを、特に不利な立場にあるステークホルダーに接し、その声を反映させることを全事業に組み込むよう

全社体制を整備していっていただきたい。 

 

2. CSR 調達 

 

2-1  CSR 調達について 

（過去 6 年間を通しての評価） 

 

・進捗が見られる点： 

この数年で、CSR 調達の体制を整備してこられ、方針としてホームページ上で公表しており、また、パートナー交流会や、専門性を有する

外部機関とともに実施している実地調査を含めて PDCA 化されている。 この一年は、この体制下、継続して調査、改善指導等を行っておら

れた。とくに、この間の重点事項であった品質管理にはかなりの配慮がみられた。 

 

・改善すべきと思われる点： 

今日の CSR 調達の基本事項である人権問題についての意識と対応が希薄な面があり、早急な改善が必要である。日本では IT をはじめサー

ビス産業の重層下請けでの労務管理の問題があり政府が対策に動き出す事態となっている。 

日本企業の海外のサプライチェーンの人権問題は、経済産業省が日本企業の CSR の７つの課題のトップにあげている（2014 年 5 月）が、

今回、NEC においては、サプライヤーの労働課題の優先順位がまだ低いということが対話の中で感じられた。調達部門だけでなく、全社連携

での改善が必要と思われる。これを怠ることによるリスクは甚大となることは、サプライチェーンにおける人権侵害事案の多くに見られると

おりである。 

 

（今後に向けてのコメント） 

 

 NEC は、モノの調達から、役務の調達に比重が移ってきている。 CSR 調達の課題も、協力会社のエンジニアの労働環境への配慮などに重

点が置かれることになる。役務調達における人権配慮は、人権デュー・ディリジェンスの重要な要素であると捉え、人事や CSR 部門と調達部

門が協力して進めていくことによって総合的に人権状況の把握ができ、重点的に施策も打てるのではないかと考える。 

 

3. 人権尊重 

 

3-1. 人権デュー・ディリジェンス 

 

3-1-1. 人権デュー・ディリジェンス 

 過去 5 年間、NEC は人権デュー・ディリジェンスをグローバルで整備してこられた。 

今後はさらに実態を調査し、侵害の実態に応じて対処をきめ細かく行う実務を進めていただきたい。 

 

人権デュー・ディリジェンスに関する具体提案： 

１） 2015 年 10 月に従業員調査を実施したことを伺った。しかし、その結果に対する問題意識と対応が十分ではなく、サプライチェーンに

おける人権侵害のリスクを回避するためにも早急な改善が必要である。調査をどのように分析したか、個別にどのようなフォローしたかをレ

ビューするプロセスを外部のステークホルダー参加で行っていただきたい。  
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２）人権リスクの高い分野、地域の特定と開示 

NEC は、人権リスクがどの地域、どの分野で特に大きいかを特定し、それを開示することができる段階に来ているのではないか。調査をどの

ように進めているかの状況を示し、この開示に歩を進めていただきたい。 

 

3-2. ビジネスと人権 

個々人の購買行動や検索行動、メールの受発信などを解析して得られる情報は、サービスを提供する企業にとってビジネスの大きな資源と

なる。情報を用いて提供される情報は顧客にとって大きなメリットにもなる一方、ビジネスの進め方によっては個人のプライバシーを侵害す

るおそれもある。 

今回のレビューでは、情報企業のプライバシー情報利用はどうあるべきかについて議論を行った。ウェブ上での個々人の活動を解析すれ

ば、嗜好から思想にいたるまで、把握でき、把握した企業が情報を融通しあうようになれば、個々人の人権を侵害する状況が生まれることは

必至である。議論者全員が、ルールが必要であることで一致した。NEC からは、プライバシー情報を企業に利用させるか、させないかを、企

業ではなく、個々人が決定するというルールの提案とその可能性について提案があった。 

 

NEC の提案は民主主義社会の基本に根ざした考え方であり、個人の自由と尊厳を体現化するものと捉え、私どもはこの構想に強く賛同し

た。一方、この実現の過程には配慮すべきことがある。 

ルールメイキングについて、私どもは以下のように提言したい。  

 

1）IT によるイノベーションはあらゆる人々に大きなインパクトを及ぼし、IT の受益者ではない世界の多くの人々にもプライバシーの侵害 

というマイナスの影響が及ぶことを考慮に入れることが必要である。 

2）個人が自己の情報利用について決定権を持つという方向性は支持できるものの、他方で、IT 化の進展によるデジタルデバイド(格差)などの

広がりによって、個人の決定が難しい人たちも存在することを考慮に入れる必要がある。したがって、技術ですべてが解決できるわけではな

いという認識を持って、コミュニティでの解決、政府セクター、NPO との連携なども検討すべきである。 

3）ルールメイキングの過程に多様なステークホルダーが参加し、多様なステークホルダーの声を集約したものとして欲しい。 

 

「社会ソリューション事業におけるプライバシー課題」に対する湯淺教授からの「提言書」 

ICT ビジネスとプライバシーとの関係の現状 

ICT ビジネスとプライバシーとの関係をめぐる環境は、急激に変化している。 

単にコンピュータや通信端末を販売するのではなく、それによってアクセスするインターネット上のサービス等を通じて個人の購買履歴・移

動履歴・ウェブサイト閲覧履歴など多くの情報を収集し、それをビジネスに利活用する動きが急速に展開している。本格的な IoT 時代の到来

が目前にせまっているが、今後はあらゆるインターネットにつながる「もの」を経由して、個人に関する膨大な情報が収集されるようになる

であろう。 

また、このような ICT ビジネスのパーソナル化の動きとは逆に、多くのセンサやカメラ等から収集した情報を、電力その他のエネルギー供

給や交通の総合的なコントロール、街頭の治安改善などに活用し、「まち」全体を ICT によって制御しようとする動きもある。ICT ビジネス

は、パーソナル化とスマート化という二方向に向かって展開されつつあるのが現状である。 

ICT の発展によって、従来はあまりプライバシーとしては意識されていなかったものが、プライバシー性を持つようになったという場合も

ある。その一例は、住所であろう。インターネット上のサービスを利用することで、ある人の住所が分かれば、その人がどんなところに住ん

でいるのか、家の外観までわかってしまう。将来は、それがライブで配信され、在宅しているかどうかまでわかるようになるかもしれない。 

これに伴って、プライバシー侵害へのユーザー・消費者等の不安感や事業者への不信感が高まっている面があるのも事実である。事業者が個

人情報保護法上の義務を遵守していたとしても、プライバシー侵害であるとして社会的な批判を受ける場合もある。個人情報やプライバシー

に関する情報の取り扱いについて、社会的な批判を受けた結果、事業やサービスの提供を中止したり、一時延期したりすることを余儀なくさ

れた事例は少なくない。 
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ICT ビジネスを展開する上でのプライバシーに対する考え方について 

このような状況の中では、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）の遵守をコンプライアンスの問題としてとりあげるだけでは、

不十分である。NEC が個人情報とプライバシーとの相違を踏まえたうえで、顧客のプライバシーに対する意識を人権問題としてとらえ、ビジ

ネスを展開する上でプライバシーを尊重していこうとする姿勢は、高く評価できる。 

個人情報の範囲や定義は、個人情報保護法その他によって定められているので、比較的明確である。これに対して、一般に私事の秘匿性と

して理解されるプライバシーは、人格権的な性格を持つため、何がプライバシーにあたるかという境界線は主観的なものとならざるを得ない

面がある。その際に、プライバシーに対する意識は地域や国によっても異なること、ある人にとっては公開・利用されてもかまわない情報

も、別の人にとっては公開・利用はプライバシーの侵害と受け取られることがある場合があることに、留意が必要である。 

地域や国による違いの例を挙げると、最近は新聞などのお悔やみ記事に喪主の名前や住所を掲載することを希望しない遺族が増えていると

いうが、地域によっては、逆に遺族が大きくお悔やみ広告を出すことが慣習になっているところもある。日本では前述したようにプライバシ

ーは私事の秘匿性として理解されているが、アメリカでは、女性が人工妊娠中絶をする権利も、連邦最高裁判所の判決によってプライバシー

の権利の中に含まれるものとして認められている。日本では、戸建て住宅に表札を出すことが多く、住人の苗字や場合によっては名前まで掲

げているが、そのことにプライバシーという点で抵抗を感じる人は少ないと思われる。これに対して欧米では、住宅の表札には番地や部屋番

号が書いてあるだけである。これは、別に表札に苗字を掲出することが法律で禁じられているわけではない。欧米の人たちのプライバシー意

識からすると、その家に誰が住んでいるのかを公開する、という発想がそもそもないのであろう。 

このように地域や国、人によって、何がプライバシーにあたるかは異なる。このため、ビジネスを展開する際に、まず対象となる地域や国

におけるプライバシーの考え方について十分に理解しておくことが重要である。それを怠ると、プライバシーについて意識しないままに製品

やサービスを投入してしまい、消費者やユーザーからプライバシー侵害という非難を受けるおそれがあるためである。新製品やサービスを投

入する際にはマーケット・リサーチを行うと思われるが、その中にはプライバシーに関する項目を含めるべきである。 

人権の観点からは、特に少数派のプライバシーへの配慮が求められる。多くのユーザーが歓迎していることであっても、それに同調できな

い少数派のユーザーも存在する。そのようなユーザーの存在を意識し、尊重するという視点をつねに持つようにお願いしたい。 

技術開発とリーダーシップへの期待 

さまざまなプライバシー侵害の危惧に対して、新たな技術開発によって、プライバシーの保護を進めることもお願いしたい。 

今後、新たな製品やサービスを展開する上では、設計から販売までのプロセス全体にわたってプライバシーを考慮する「プライバシー・バ

イ・デザイン」の発想を取り入れることが欠かせない。去る 5 月 26 日・27 日に開催された主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）で採択され

た「サイバーに関する G7 の原則と行動」でも、「プライバシー及び個人データの保護を設計段階全体を通じて考慮する『プライバシー・バ

イ・デザイン』などの積極的なアプローチを歓迎する」という宣言が採択されている。 

個人のプライバシーを守りつつデータを有効に利活用するための技術を開発し、製品やサービスへそれを適切に実装して普及させること

で、プライバシーの保護はコスト要因ではなく、逆にビジネスを推進する上での大きなアドバンテージになるであろう。自動車その他の工業

製品においては、性能だけではなく、アフターケア等も含めた製品の品質が消費者にアピールする大きなポイントになっている。それと同様

に、今後は高い技術力によって適切にプライバシーが守られていることが消費者へのアピールポイントになると予想される。NEC が、プライ

バシー保護と個人に関する情報の利活用が両立するような研究・技術開発の推進と、その成果の製品・サービスへの実装によって、市場をリ

ードしていくような展開を期待する。 

さらに、NEC が個人情報やプライバシーの取扱いに関するルール形成にもかかわっていくことも望まれる。個人情報やプライバシー情報が

越境して利用されるようになってきたため、一つの国家の法律だけでは個人情報やプライバシーに関する情報を適切に保護できなくなってき

ている。このため、グローバルに通用する技術標準やマネジメントシステム等の規格の重要性が高まっているが、このような標準や規格の策

定段階には事業者も関わる場面が多い。標準や規格の策定に積極的に参画し、ビジネスを展開する環境を自ら創り出していくことも必要であ

ろう。また、技術開発を背景とした市場におけるリード、標準や規格の策定を通じて得られた知見等を活かして、新たな法律の制定や改正に

関する政府への提言として NEC からの発信を行うことにも期待したい。 
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