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事業継続 

 

取り組み方針 
NEC は災害発生時に自社の提供しているさまざまな基幹システム、データベース、各種通信機器・システムの稼働を維持し続ける社会的責任と、複雑で高度化しているサプライチェーン

においても供給責任を全うすべく、リスクが発生した際には、できる限り速やかにお客さまのもとへ駆けつけ、社会インフラの復旧に携われるよう、事業継続マネジメント（BCM: 
Business Continuity Management）を推進しています。 
 

BCM では、NEC グループ各社、各部門で平常時にリスクを勘案し、被害低減のための減災対策を実施するほか、勤務者がリスクを自分事としてとらえ、災害時には共通ルールを知った
上で自律的に活動できるよう訓練や研修を行っています。また、その成果物として事業継続計画（BCP: Business Continuity Plan）を整備し、年々内容をブラッシュアップしています。 
 
 
なお、NEC における災害発生時の具体的な対応方針は以下のとおりです。 
1．従業員・構内作業者・来訪者の生命･安全を確保する。 
2．NEC として求められる社会的責務の遂行（通信、公共インフラ、交通、防衛、金融等の基幹システムの維持・復旧）ができるように事業環境の速やかな復旧・整備を行う。 
3．事業停止から生じる経営ダメージを最小化する。 
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活動目標と成果・進捗 

中期目標（2018～2020年度） 
１． 事業継続に関する最大のリスク（自然災害／パンデミック）を念頭においた訓練、研修を拠点ごとに実施し、これらを通じ、リスクを勤務者一人ひとりが自分事として捉え、 

リスク発生時に自律的に行動できる勤務者数をさらに増やす。
２． 引き続き自部門の事業継続のレベルの“見える化”を図るとともに、事業継続管理システム（BCMS：Business Continuity Management System）を組織文化に落とし込んでいく。

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） 

中期目標 2017年度の目標 2017年度の成果・進捗 達成度 2018年度の目標 
１．津波被災懸念地域

の行動手順書の作
成および研修の実
施 

・ 2016年度発表され
た日本海側の津波被
災懸念地域を中心に
行動手順書を作成

・ 3カ年計画の 3年目である 2017年度は、
1年目、2年目で実施できなかった地域と 2015
年に発表された日本海側の大津波の
検証結果をもとにした研修を実施する。

・ 津波懸念地域における研修を一通り終了しまし
た。
地域における危険性と発生時の行動について
勤務者一人ひとりが考える機会を設けました。

◎ ・ （中期目標としてはいったん終了）
今後も河川遡上、津波などの新しい知見に基づい
た訓練研修を継続する。

２．ISMSの成熟度モ
デルを BCMSに
適用した“見える
化”の実施 

・ 2016年度に実施し
た利点・反省点を念
頭にブラッシュアッ
プ

・ 3 カ年計画の 2 年目である 2017 年度は、
利点・反省点を念頭に 2016 年度のプロトタイプ
を改善する。

・ 前年度との比較をすることで、自部門の防災力、
事業継続力をブラッシュアップする。

・ MARS、エボラ出血熱、新型インフルエンザ等の
感染症パンデミックを想定した事業継続訓練を継
続的に実施し、対応をさらに強化する。

・ システム化により、事業継続に関する BCPの内部
監査に関する工数を 26～35％削減しました。
(ビジネスユニットにより差異がある)

・内部監査の効率化にともない、事業継続の有効性、
効率性、環境変化適応性の検証を進めました。

◎ ・ 教育、訓練などシステムにアップロードする
資料を内部監査の査証と連携させることでさらに
工数を削減する。

３．勤務者一人ひとり
がリスクを自分事
化し、発生時に自
律的に行動できる
勤務者の増加 

－ － － ・ 訓練、研修において自分自身の身に置き換える
ようなシチュエーションを提供する。

・ リスクに気づく→事前減災や行動シミュレーショ
ンを行う環境づくりを行う。
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推進体制 

NEC では、右図のような 3 つの機能で能動的かつ機動
的な事業継続を推進します。 
 
(1) 中央事業継続対策本部 

経営機能の事業継続を司り、経営トップの判断機能維
持、業務復旧環境の整備を行う。 

 
(2) ビジネスユニット（BU）別事業継続対策本部 

事業継続計画（BCP）全体統括責任者のもとで、事業
継続管理システム（BCMS）を運用する BCP 作成担
当者と、訓練・災害発生時に活動する対策本部長 
（原則、BCP 全体統括責任者）、事務局、事業継続
担当チームが連携して、各事業の継続を司り、具体的
な事業についての復旧活動（お客さま・事業の被災情
報収集、要員の確保、資材・物流ルートの確保、事業
の復旧など）を行う。 

 
(3) 事業場（研究所・支社）別災害対策本部 

勤務場所、勤務生活の継続を司り、勤務する場所の安
全確保や安否確認、拠点インフラの早期復旧、勤務者
等の生活支援、帰宅希望者の支援および地域との連携
を行う。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

NECの災害対策・事業継続の体制 
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2017年度の主な活動実績 

防災 4.0への対応 
日本政府は 2017 年 2 月に、防災に関する国の指針であ

る「防災 4.0」を発表しました。 
 
これまでの防災 1.0 から 3.0 では、法整備、体制確立、

事前準備など主に政府や自治体における対応力強化を実施
していました。防災 4.0 では、国民・勤務者一人ひとりの
意識改革を求め、 
・一人ひとりが防災を自分事と捉えること 
・自律的に活動すること 

を目標としています。 
 
災害・リスク発生への迅速な対応 
NEC では、2004 年以降一貫して「災害時に自ら考え行

動する」従業員の育成を目標に取り組んでおり、事前減災
対策や情報共有システム、ルールや行動規範の整備など、
勤務者が自律的に行動するための環境を整えてきました。
また訓練や研修を通じてルールや仕組みを浸透させ、実際
にリスクが発生した際に自律的に行動できる勤務者を養成
することで過去の災害においても迅速な対応を取ることが
できました。 

 
国内外から事例紹介依頼 
NEC の防災 4.0 に関する事例を紹介してほしいとの依

頼が、2017 年 3 月以降の 1 年間で 83 件ありました。 
 
依頼元は、海外を含む官庁・自治体・企業であり、必要

に応じて講演、依頼元に出向いて説明、あるいは資料の提
供を行いました。 
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防災、事業継続に関する訓練 
NEC では、従業員一人ひとりが災害や事業継続を自分

事として捉え、リスク発生時に自律的に行動できるよう、
訓練においても自分で考え、行動できるようにさまざまな
取り組みを行っています。2017 年度は防災・事業継続に
関する訓練・研修を 9 月、11 月、2018 年 1 月に実施し
ました。 
 
全員参加型訓練、事業継続ウォークスルー 
（9 月、1月） 
NEC では、毎年 9 月と 1 月に全員参加型の事業継続訓

練を実施しています。通常は日時を決めて実施しますが、
実施日時を公表しない「ブラインド形式」も不定期に行
い、より発災時に近い形での訓練を実施しています。 
 

9 月の訓練では従来の訓練に加え、 
・災害時のトイレ問題 
・平常時は各学校で児童生徒の引き取り訓練を行うが、 
災害時には引き取りが困難な問題にどう対処するか 

・災害時に要援護者がいる職場ではどう対応するか 
・自宅に要介護者がいる家庭ではどう対応するか 

を職場ごとに考える訓練を実施しました。同訓練では、 
勤務者自身が取るべき行動や家族との情報共有のあり方な
ど、一人ひとりが自律的に考え、行動するシミュレーショ
ンを行いました。 
 

「世界津波の日」の津波防災行動研修 
（11 月 5 日） 
「世界津波の日」に制定された 11 月 5 日前後に、NEC

で津波被災懸念地域にある拠点を対象に、津波防災訓練を
行いました。今年度は 3 年計画の最後の年にあたり、 
広島、函館等で懸念される津波の被災状況を確認し、最悪
な事態に自分たちはどのように備え、どのような行動をと
るか、お客さま目線、お取引先目線を考慮しながら対応策
を検討しました。また同時に、津波懸念地域に所在する
NEC 外の資材調達先と連携した情報共有訓練も実施しま
した。 
 
新型インフルエンザパンデミックを想定した事業
継続訓練(11月) 
NEC では 17 年 2 月の感染症に関する基礎訓練に引き

続き、 
・感染症国内発生早期を想定した発熱管理・ 
 情報共有システムへの登録訓練 
・季節性インフルエンザと強毒性新型インフルエンザ 
 の対応の違いに関する基礎研修（Web 研修） 
・役員、事業執行責任者による遠隔訓練 

を実施しました。 
 

NEC では 1990 年代以降、「いつでも、どこでも、誰と
でも」をスローガンに事業を展開してきました。今回の訓
練でもこのスローガンを実行し、本社の会議室には社長と
対策本部役員が集合しました。その他の役員・事業執行責
任者は国内外各所から遠隔会議に参加し、パンデミック
発生時における事業の進め方について訓練しました。 
 
 
 
 
 
 

多様化する災害・リスクへの迅速な対応 
2017 年度は、7 月の九州・朝倉豪雨や 9 月のメキシコ 

地震、9 月・10 月の大型台風対応に加え、８月・9 月の
Ｊアラート対応など地震以外にもさまざまな災害・リスク
が発生しました。 
 

NEC は、防災 4.0 で要請されている「一人ひとりが防
災を自分事と捉えること」「自律的に活動すること」を推
進していたために、多くの勤務者が自律的に対応できまし
た。しかし、一部では訓練を行ったことのないリスクへの
対応に戸惑う勤務者もいました。 
 
そこで 2016 年度から取り組んでいる、「各組織がどの

程度防災や事業継続を組織文化に落とし込んでいるか」を
客観的にランク付けする“見える化”をより一層推進してき
ました。

 

 
 国内外の拠点と行った遠隔会議の様子 
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下図は、それぞれの会社、部門における「平常時／災害
時の組織の状況」「リーダーシップの在り方」「防災や事
業継続の計画」「支援状況」「実効性を持たせる運用」
「評価と改善」という指標を用いて“見える化”したもので
す。今後この精度を上げて、各部門・各社が、それぞれの
組織文化に防災や事業継続を定着させ、被災時は自ら考
え、自律的に行動できるように NEC グループ全体で 
ブラッシュアップしていきます。 

 
 
 
 

なお、海外においては、2015 年度から、各社の災害対
応・事業継続についてセルフチェックする仕組みを導入し
ており、各社が策定した事業継続の実効性やレベルを“見
える化”しています。 
 

2017 年度はその 3 年目として、これまでの実績を指標 
として活用し、当年度はどの程度向上したのかを確認しま
した。 
あわせて、今後どのように事業継続を進めていくべきか

を検討し、実行計画を立てています。 
 

海外現地法人における取り組み 
NEC では、すべての海外現地法人に対して、情報エス

カレーションルールを徹底し、災害時の連絡責任者を定め
ることにより、グローバル 5 極体制の中で海外子会社の
被災状況を速やかに把握できる仕組みを構築しています。 
さらに、主要な海外現地法人においては、国や地域ごとに
想定されるリスクに応じて BCP を策定しています。 
 
また、中央事業継続対策本部での初動における情報収

集・分析の効率化を実現するためのシステムも構築してい
ます。さらに、2012 年度からは、すべての海外現地法人
を対象とした情報エスカレーション訓練を年 2 回実施
し、災害等が発生しても被害を最小限に抑えて、迅速に 
事業が再開できるよう備えています。 

 
 
 
 
 
 

 
 

ISO22301の認証をバリューチェーンで取得 
NEC では、災害時にも各部門が自律的に、また有機的

に復旧活動ができるよう、全社的な取り組みに加え、部門
ごと、事業ごとに BCMS を構築しています。また、これ
らが国際的にも通用するよう、通信キャリア、システム、
データセンターなどの各事業分野で、国際規格
「ISO22301」認証を取得しています。 
 
取得している認証の業務関連分野は、設計、システム構

築から製造、保守までと多岐にわたっており、バリュー
チェーン全体において ISO 認証を取得しています。これ
らの認証取得数は、国内企業の中でも最多です。 
 

 

 

 

 
組織ごとの事業継続状況の“見える化”  

「ISO 22301」第三者認証 
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WFPから 2年連続の感謝状 
NEC では、賞味期限が半年を迎えた災害時用備蓄食料

や飲料水を社内食堂や売店で提供し、その売上の一部を
WFP へ寄付してきました。 
 

2016 年～2017 年にはこの取り組みを通じて、
3,941,105円を寄付、累計寄付額は10,189,025円となり、
2 年連続して感謝状をいただきました。この活動は、食料
を大切にするだけでなく、食料を廃棄することによる環境
へ悪影響の削減に寄与し、同時に社会貢献を実現するもの
です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WFPから 2年連続で感謝状を受賞 災害時用備蓄食料を売店で販売 災害時用備蓄食料を食材としたメニューを 
社内食堂で提供 


	事業継続



