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品質・安全性の確保

取り組み方針 
NEC は、1899 年の創業当時から「ベタープロダクツ・ベターサービス」をモットーにしています。全従業員が、お客さまの期待をとらえて、考え、行動する企業文化をつくることで、

品質や安全性の観点で、お客さまに期待されている以上の製品やサービスを提供できるようになることを目指してきました。 

このモットーに使われている言葉が、“ベスト”ではなく“ベター”であるということの意味は、「決して、ある時点のベストで止まることなく、お客さまにとってより良いものを、 
いつまでも追求し続ける」という NEC の強い想いが込められています。 

こうした考えに基づき、すべての従業員が、自らの業務の質、製品・サービスの質を上げることで、「品質の NEC」として信頼いただき、愛される NEC でありたいと考えています。 
NEC は、品質の維持・向上を、ESG 視点の経営優先テーマ「マテリアリティ」の１つである「ガバナンス、コンプライアンス」を進める上で欠かせない取り組みと位置付け、「品質・安全
性理念」と「行動指針」を次のように定め、取り組みの徹底を図っています。 

品質・安全性理念 
NEC は、CS（顧客満足）に対する責任を第一とし、ベタープロダクツ・ベターサービスを提供し続ける。 

行動指針 
1. 品質マネジメント

1) 顧客や社会の新たな価値を考え、行動する。
2) NEC ブランドを維持し、発展させる。
3) 一人ひとりが品質の重要性を認識し、その向上に努める。
4) 製品およびサービスの品質を確保し、関連する法令および規制等を遵守する。
5) 製品およびサービスの品質に関する問題に対して誠実に対応する。

2. 安全性管理
1) 一人ひとりが製品およびサービスの安全性の重要性を認識する。
2) 製品およびサービスの安全性を確保し、関連する法令および規制等を遵守する。
3) 製品およびサービスの安全性に関わる問題に対して誠実に対応する。
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推進体制 

品質・安全性リスク管理体制 
製品やシステム、サービスの品質・安全性リスクに対す

る備えは、当社にとって重要な経営課題の 1 つです。 
このため、2000 年 10 月に全社的な品質・安全性リスク
管理体制を再構築して以来、17 年以上にわたり、運用を
徹底しています。 

 
具体的には、全社規程や基準を定めて活動体系を明確に

するとともに、各事業部内で品質・安全性管理責任者を任
命し、製品の品質・安全性等に関わる法規制遵守のための
仕組みや体制を整備し、周知徹底を図っています。そし
て、「品質・安全性活動方針」を定め、安全性・信頼性技
術の向上、重要部品の標準化、ノウハウの共有化などによ
り、不具合の未然防止・再発防止活動を行っています。 

 
万が一、社会的に影響の大きい重大システムトラブルや

重大製品事故が発生した場合の対応として、経営者層へ 
迅速なエスカレーションを行う、緊急リスクマネジメント
報告を行うとともに、緊急対策会議を開きます。この会議
は、当該事業部門だけでなく専門スタッフ部門も参加し、
お客さま対応、所轄官庁対応、広報対応などについて迅速
に協議を行い、当該案件に対する全社方針を決定します。
さらに、これらの実施状況を、社内監査部門が基準に従っ
て監査する仕組みも整っています。 

 
また、2010 年 10 月からは、重要品質問題に関するエ

スカレーション対応の強化を目的に、お客さまのシステム
で発生した重大なシステムトラブルや重大製品事故につい
て、担当事業部門から経営者層に直接エスカレーションす
るルールに改定しました。このように、NEC グループ 

一丸となって、品質・安全性リスク管理に迅速に取り組ん
でいます。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
品質・安全性リスク管理体制 
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教育（安全・安心を実現するための人づくり） 
製品の安全性や品質を向上させるためには、人材の育成

やスキルの向上が非常に重要です。このため当社では、品
質・安全性管理標準や技術基準などに関する基礎知識・専
門知識の習得、設計・製造における実践力向上などを目的
に、役割別・専門分野別に 16 コースの教育を実施してい
ます。特に、品質・安全性リスク管理の要となる品質・安
全性管理責任者に対しては、対象者全員に専門教育を実施
しています。 

 
また NEC では、実際の機器を使って安全技術の教育を

行う「安全レビュー実践道場」を設けており、多くの安全
技術専門家を育てています。 

製品の安全性確保 
NEC グループでは、お客さまの安全性確保の観点に基

づき、製品、サービスの企画時から国際規格に適合するこ
とで、国際的な商品力を高める「グローバルファースト」
という考え方を基本方針として商品開発に取り組んでいま
す。このため、情報技術機器の世界的標準として広く認め
られていて、国際安全技術基準の 1 つである「IEC 60950-1
（JIS C 6950-1）／IEC62368-1（JIS C 62368-1）」を基本
として、ハードウェア製品の安全性確保に努めています。 

 
また、この IEC 60950-1／IEC62368-1 を補強するため

に、独自の安全対策を追加した「グループ安全規格」を制
定しています。さらに、「基本安全規格」を制定し、リス
クアセスメントの実施や、必要なグループ安全規格を指定
することにより、製品の安全を確保し、製品安全事故の防
止を図っています。 

 
 

関係法規制の遵守 
NEC では、NEC グループ内の各製品が遵守すべき技術

法規制の”見える化”を目的に、どの事業体の製品にどのよ
うな法規制があるかが一目でわかる「技術法規制マップ」
を作成しています。同マップを活用することで、電気用品
安全法や電波法・電気通信事業法など国内の各種法規制お
よび海外向け製品に対する各国の法規制等にきめ細かく適
合し、技術法規制の遵守に努めています。 

 
製品・サービスの品質および安全性に関する表示やラベ

リングについても、関連法令や社内規程の遵守徹底を図っ
ています。違反があった場合には、関係省庁の指導に基づ
いて適切に対処しています。 

 

 
  

 
電源コード固定の強度試験 (安全レビュー実践道場) 

 

 
電圧の測定 (安全レビュー実践道場) 

 
 

NECの安全技術基準体系 

 
 

技術法規制マップ 
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2017年度の主な活動実績 

NECグループ品質推進会議 

品質・安全性管理責任者と、当社の品質担当役員が一堂
に会し、NEC グループ製品の品質や安全性、それらに関
わる法規制遵守のための仕組みや体制について、グループ
横断的に協議する「NEC グループ品質推進会議」を、 
年に 2 回開催しています。 

 
本会議は、品質方針の展開、品質事例の発表、グループ

討議を通じて、関係者間で情報を共有・水平展開すること
を目的としており、2017 年度は 7 月と 11 月に開催しま
した。 

 
「顧客志向」「全員参加」「絶え間ない改善」を信条

に、活発な議論を重ねながら活動しています。 

品質対話会 

「品質の NEC」としての文化を継承していくことを目
的に、トップと現場従業員が品質について双方向で語り合
う品質対話会を行いました。 

 
この対話会では、品質を第一に考えるトップの想いを聞

くことで、NEC グループが創業当時から大切にしてきた
品質の歴史を再確認することができました。また、これか
らもその文化を守っていく想いを語り合うとともに、今の
自分を振り返り、これからの自らの具体的な行動に結び付
けることで、品質に対する一人ひとりの意識向上も図るこ
とができました。 

 
このように、お客さまから信頼される会社を目指し、 

従業員全員が高い品質意識を維持して業務に取り組むよう
活動しています。 

プロジェクトマネジメント表彰 

困難なプロジェクトに取り組み、特に顕著な成果をあげ
たプロジェクトチームや、有益なプロジェクト支援を行っ
た組織・グループを対象とした「プロジェクトマネジメン
ト表彰」と「優秀事例発表会」を毎年開催しています。 

 
この表彰には、NEC グループ全従業員に対して、プロ

ジェクトリスクマネジメントの重要性を意識づけるととも
に、リスクの高いプロジェクトに挑戦し完遂・リカバリー
することの意義を浸透させる狙いがあります。また、表彰
事例を発表し、リスクマネジメントのベストプラクティス
をグループ内に水平展開することによって、新たなプロ
ジェクトリスクの発生防止に役立てるという狙いもありま
す。 
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