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人権の尊重

取り組み方針 
人が豊かに生きる「安全」「安心」「効率」「公平」な社会の実現を目指している NEC は、グローバルにビジネスを展開していく中で、自らの企業活動が人権に負の影響を及ぼすことの

ないよう、これを軽減・防止する必要があると考えています。こうした考えのもとで、NEC は、自らの企業活動の基盤となる「NEC グループ企業行動憲章」「NEC グループ行動規範」の
中で、あらゆる場面において人権を尊重することを明示しています。 

また、国際連合（以下、国連）の「国際人権章典」*1、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」、国連グローバル・コンパクト*2の「10 原則」を支持す
るとともに、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」や「持続可能な開発目標(SDGs)」「英国現代奴隷法」「EU 一般データ保護規則」をはじめとする人権に関する国際的な規範・法
規の動向を注視しながら、NEC グループ内で人権尊重の取り組みを推進しています。 

2015 年には「NEC グループ人権方針」(次頁)を策定し、ステークホルダーとの対話と協議、人権デュー・ディリジェンス*3の実行により、NEC のバリューチェーン全体にわたって人権尊
重の取り組みを推進していくことを宣言しました。 

*1 国連総会で採択された「世界人権宣言」と国際人権規約「経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約」および「市民的、政治的権利に関する国際規約」の総称。
*2 NEC は 2005 年に署名。「グローバル・コンパクト」の 10 原則には、「世界人権宣言」や ILO の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」等、世界的に確立された合意に基づいて、人権擁護の

支持・尊重、強制労働の排除、児童労働の廃止等が盛り込まれています。
*3 人権デュー・ディリジェンスとは、企業活動が負の影響を及ぼす人権の識別・評価、特定した人権課題への対応(経営への組み込み)、追跡評価、取り組みの報告というプロセスを想定しています。
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NECグループ人権方針 
2015年４月制定  

1) 背景と目的
NECおよびその連結子会社（以下、NEC）は、世界中の人がより安全・安心に暮らせる情報

社会の実現を目指している。NECが行うあらゆる企業活動は、社会、環境および経済の進歩を
確かなものとすることで次世代の利益につながっていくものでなければならない。また、NEC
は、厳密な企業倫理基準に従い、企業活動を行う各国で適用される国際および国内法令ならび
に人権のすべてを尊重することを約束する。 

NECは、グローバル企業として、あらゆる企業活動（自らの製品とサービス、事業活動およ
びステークホルダーとの関係等）が人権に及ぼしうる潜在的影響にも責任があることを認識し
ている。NECは、国際連合世界人権宣言、国際連合「ビジネスと人権に関する指導原則
（UNGP）」、欧州委員会「UNGP導入に関する ICTセクターガイダンス」および国際労働機
関（ILO）が示すガイドラインを参照し、個人と労働者の基本的権利を支持する。 

2) 概要
本方針は、「NECグループ企業行動憲章」「NECグループ行動規範」を含む「NEC Way」

（NECグループにおける経営活動体系）に基づいた人権への取り組み方針を詳述するものであ
り、以下のことを NECのすべての役員と従業員に適用する。 

(1) あらゆる企業活動の場面において、基本的人権を尊重し、人種、信条、年齢、社会的身分、
門地、国籍、民族、宗教、性別と性自認、性的指向、および障がいの有無等の理由による差
別や個人の尊厳を傷つける行為をしてはならない。

(2) 従業員の雇用・労働にあたっては、各国・各地域の法令を遵守した行動をとるが、児童
労働および強制労働はいかなる場面においても認めることなく、決して行わない。

(3) ICT提供者として自らの企業活動がプライバシー等を含めた人権課題を引き起こさないよう
最善の注意を払う。

また、NECは、バリューチェーンにおけるビジネスパートナーやその他の関係者に対しても、 
同様の人権尊重と、その取り組みが不十分であった場合には適切な対処を求める。 

3) 守るべきこと
NECは、あらゆる企業活動の場面において、ステークホルダーとの対話と協議をとおし、以

下の各項目を実行、推進する。 

(1) NECは、自らの企業活動による顕在的または潜在的な人権への負の影響に対処するため、
権デュー・ディリジェンスを展開、実行する。NECは、顕在的または潜在的な人権リスク
を識別、評価し、一貫した方針のもとでそれを軽減あるいは未然に防止する措置を講じ
る。また、NECは、透明性と説明責任を確保するため、企業のより発展的な努力として、
その検証結果を公開する手順を開発する。

(2) NECの企業活動が間接的または直接的原因として人権に負の影響をもたらした場合は、そ
の救済、またはそれに準じた協力を行うよう努力し、しかるべき手段を用いて再発防止に
取り組む。

(3) 該当地域の国内法令が国際的に認められた人権と両立できない場合においては、NECは国
際的な人権の原則を尊重できるよう解決をはかる。

(4) NECは、すべての役員と従業員が本方針および人権デュー・ディリジェンスを確実に実行
するよう、適切な教育の提供と人権へのさらなる意識啓発、能力開発等の取り組みを行
う。
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活動目標と成果・進捗 

中期目標（2018～2020 年度） 
1. グローバルな人権課題の最新動向に対する役員・従業員の理解の促進
2. 人権デュー・ディリジェンスの実行に関する全社共通フレームワークの策定
3. 人権デュー・ディリジェンスの実行による人権侵害の軽減・防止(2019 年度より実行予定)

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．人権デュー・ディ

リジェンス活動の
促進・定着

・ 人権マネジメントシステムへの組み込みの促進 ・ 英国現代奴隷法へ対応（宣言文の公表）しまし
た。また、現代奴隷対応に関するタスクフォー
スを立ち上げ、取り組みを継続しました。

△ ・ (2018年度目標を見直し。第 4項参照)

２．グループ全体での
人権啓発への取り
組み強化 

・ 人権に関わる最新の法動向を把握し、管理職向
けの勉強会開催。

・ グループ各社に対する人権啓発活動体制、相談
窓口の確認と人権啓発関係の情報、研修教材の
提供。

・ 再発防止活動の強化。

・ ダイバーシティ推進（差別撲滅を含む）を主眼
とした研修（Eラーニング）を実施しました
（当社受講率：90.6%）。

・ NECグループダイバーシティ推進会議を開催し、
グループ各社の人事責任者とグローバルな人権課題
に関する動向を共有しました。今後の人権尊重への
取り組みの推進に向けて連携を強化しました。

・ 人権啓発推進会議を開催し、ビジネスユニット企
画本部長とグローバルな人権課題に関する動向を
共有しました。

○ ・ (2018年度目標を見直し。第 3項参照)

３．グローバルな人権
課題に対する役
員・従業員の理解
の促進 

－ － － ・役員向け：有識者による講演やダイアログを実施
・従業員向け：研修（Eラーニング）を実施（当社
目標受講率：90.0%）

４．人権デュー・ディ
リジェンスの実行
に関する全社共通
フレームワークの
策定

－ － － ・タスクフォースによる影響評価・課題特定に関す
る全社共通フレームワークの策定
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推進体制 

人権啓発推進会議 
NEC では、「人権啓発推進会議」と「ビジネスユニット

人権啓発推進会議」を 1997 年に設置しました。この会議
体を軸に、差別の禁止やハラスメントの防止をはじめとし
た、人権啓発活動に対する基本的な取り組みの審議・策
定、社内研修の推進を図っています。NEC グループ会社
にも同様の体制を設置し、グループ全体としての取り組み
を推進しています。 

人権尊重の対象がサプライチェーン、さらにバリュー 
チェーン全体へと拡大するにつれ、調達部門をはじめ、バ
リューチェーンの各領域において、人権尊重の取り組みに
主体的・主導的に関わる部門も増えています。

このような動向を踏まえて、NEC では、人権尊重の取
り組みをバリューチェーン全体にわたって一元的に推進す
るための全社共通フレームワークの策定を進めています。 

NECの人権啓発推進体制 
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2017 年度の主な活動実績 

NEC が取り組む⼈権課題 
NEC は、⾃社の企業活動の特性やグローバルな⼈権課

題の動向を考慮した結果「特に留意すべき」⼈権課題を下
記のように認識しています。これらの課題に対して、発⽣
源となる領域を担当するそれぞれの部⾨が主導し、⼈権に
及ぼす負の影響の軽減・防⽌に向けた取り組みを⾏ってい
ます。 

 
・⾃社において認識している⼈権課題 

- ダイバーシティの推進（差別、ハラスメントの防⽌ 
を含む） 

- ICT 製品提供にあたっての、プライバシーに関わる 
⼈権課題の発⽣防⽌ 

- 現代奴隷への対応（強制労働、⼈⾝売買の防⽌） 
 

・サプライチェーンにおいて認識している⼈権課題︓ 
- 労働⼈権の尊重促進（現代奴隷への対応等） 
- 紛争鉱物への対応 
 
NEC は、「NEC グループ⼈権⽅針」および国連「ビジ

ネスと⼈権に関する指導原則」に明⽰されたプロセスを意
識しながら、⼈権課題に取り組んでおり、取り組みの実効
性をより⾼めるべく、現在、⼈権デュー・ディリジェンス
の実⾏に関する全社共通フレームワークの策定を進めてい
ます。 

 
 

啓発活動 
当社は、⾃らの企業活動において⼈権尊重の担い⼿とな

る全ての役員・従業員に対して、⼈権尊重の意識の深化、
グローバルな⼈権課題の動向への理解促進を図るために、
研修をはじめとした啓発活動を実施しています。2017 年
度は以下を実施しました。 
 
・ビジネスと⼈権、同和問題等、事業を進めていく上で配

慮が必要となる⼈権の理解促進を⽬的に、新⼊社員・役
員などの各階層別の研修で「企業と⼈権」をテーマとし
た教育を実施しました。566 名が受講。 

 
・⼥性、育児・介護との両⽴、障がい者、外国⼈、LGBT

等、組織におけるダイバーシティの推進・理解向上を⽬
的に、全管理職を対象とした Web 研修を実施しまし
た。8,026 名が受講。 

 
・公正な採⽤選考と就職の機会均等維持のために、採⽤⾯

接員を対象とし、⼈権の観点から差別や個⼈の尊厳を傷
つけるような⾯談を⾏わない、本⼈の能⼒および業務適
正のみで判断するなど、質問事例を紹介することで、質
問禁⽌事項の周知徹底を図りました。約 400 名が受講。 

 
・関連する法制度や配慮すべきプライバシーへの理解を深

めることを⽬的に、カメラ画像を利活⽤する製品・ 
ソリューションを扱うグループ社員を対象としたセミ 
ナーを開催し、学者、弁護⼠等の専⾨家の講演・パネル
ディスカッションを実施しました。約 500 名が聴講。 

 
 

その他、以下に記載した社会貢献活動を⾏い、地域のコ
ミュニティにおける⼈権についての意識啓発と理解の促進
にも取り組んでいます。 
 
・⾞いすテニスの⼤会に対して 27 年以上スポンサーを継続

するとともに、従業員が国内⼤会の線審を務めるなど、
⼤会運営のボランティア活動を実施（1991 年から）。 

 
・ICT を活⽤して ALS(筋萎縮性側索硬化症)や筋ジストロ

フィーなどの重度⾝体障がい者のコミュニケーション⽀
援を普及・啓発する「NEC 難病コミュニケーション⽀
援講座」を実施（2008 年から）。 

 
・NGO セーブ・ザ・チルドレンと国連グローバル・コン

パクト、そしてユニセフが共同で発表した「⼦どもの権
利とビジネス原則」に記されている⼦どもの権利に対応
した取り組みとして、⼩・中学⽣が安全なインターネッ
トの活⽤⽅法を楽しみながら学べる「NEC ネット安全
教室」を実施（1999 年から）。  

⼈権啓発集合研修受講者数推移 [対象範囲︓ ⽇本電気(株)] 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

Web 研修*1 22,063 20,296 8,026 

集合研修*2 1,070 1,031 586 

*1 全従業員を対象とした Web 研修「企業と⼈権」「企業における
ダイバーシティ」（受講必須）は原則、毎年実施。2017 年度は
マネジメントに⾔及した研修内容となり、対象を管理職以上とし
たことにより減少。 

*2 2017 年度からは研修内容を精査し、⼀部の階層別研修の項⽬か
ら外したことにより減少。 



 

 

89 

 
 
84-90  人権の尊重        91-98   個人情報保護、プライバシー  99-106   ダイバーシティ＆インクルージョン 
107-113  多様な働き方への環境づくり   114-119  人財開発・育成      120-125   安全と健康 
 
 

NEC 
サステナビリティレポート
2018 

ガバナンス 環   境 社   会 サステナブル経営 
 

なお、当社は、国連グローバルコンパクト・ネット 
ワークジャパンの人権デュー・ディリジェンス分科会へ参
画しています。同分科会で得られた最新の動向・事例を踏
まえ、自社のグローバルな人権課題への取り組みの改善・
強化を図っています。 
 

英国現代奴隷法への対応 
「英国現代奴隷法」は、強制労働、人身売買等の現代奴

隷の防止を目的として英国で制定されました。同法 54 条
は、英国法人だけでなく、一定の要件を満たす英国外の法
人に対しても、自社およびそのサプライチェーンにおいて
現代奴隷を防止するために講じた措置に関する宣言文を公
表するよう義務づけています。 
当社は、2017 年に NEC グループを代表して宣言文を

公表しました。 
 

 NEC グループの英国現代奴隷法への対応（宣言文） 
 
同宣言文では、NEC グループが「NEC グループ企業行

動憲章」「NEC グループ行動規範」および「NEC グルー
プ人権方針」に基づいて人権を尊重し強制労働を決して行
わないことを宣言するとともに、NEC グループおよびそ
のサプライチェーンにおいて実施された現代奴隷の防止に
かかわる諸施策について説明しています。 
 
また、当社の関連部門でタスクフォースを立ち上げ、

NEC グループおよびそのサプライチェーンにおける現代
奴隷の防止に向けて、継続的に取り組んでいます。2017
年度の取り組みは以下のとおりです。 
 
・NEC グループにおける取り組み 

- ビジネスユニット企画本部長、NEC グループ会社の
人事責任者に対して、英国現代奴隷法の目的や内
容、NEC の対応状況を説明しました。 

・サプライチェーンにおける取り組み 

- 「NEC グループ調達基本方針」および「CSR 調達
ガイドライン」を改訂し、NEC が現代奴隷を認め
ないことを明言するとともに、現代奴隷の防止をお
取引先にも要請しました。 

 

苦情申し立てメカニズム：人権ホットライン 
窓口 
当社では、自らの活動による人権への悪影響を軽減・防

止し、人権尊重への取り組みを強化するために、ステーク
ホルダーからの相談の受付窓口を設置しています。 

 
- 人権ホットライン 
従業員（非正規雇用社員等を含む）向けの窓口で、各地

区の人事部門と各ビジネスユニットに設けられており、窓
口担当者が相談を受けています。電話、メールいずれの手
段でも相談でき、相談者のプライバシーは保護されてい
て、不利益な扱いを受けることがないように配慮されてい
ます。また、海外では、「コンプライアンス・ホットライ
ン」が窓口となって対応しています。 

 
人権ホットラインへの相談により人権侵害の発生が確認

された場合は、人事部門と関連部門が連携して、その解
消・防止を図っています。 

 
2017 年度はハラスメント（パワハラ 14 件、セクハラ 4

件）を含め 49 件の相談がありました。 
 
なお、お取引先向けにはコンプライアンス・ホットライ

ンを設置し、お客さま・地域住民向けにはカスタマーコミ
ュニケーションセンターが窓口となって、人権に関する相
談を受け付けています。人権ホットライン同様、これらの
窓口でも相談者のプライバシーは保護され、不利益な扱い
を受けることがないように配慮されています。 

 

EMEA（ヨーロッパ・中近東・アフリカ）地域
における取り組み 
EMEA 地域では、NEC ヨーロッパ社を中心に、同地域

における NEC グループ全体のサステナビリティに関する
方針策定を進めています。 

 
啓発活動 
EMEA 地域では、人権課題に対する従業員の理解促進

に向け、啓発活動に力を入れています。 
 
「NEC グループ行動規範」についてオンライン教育を

実施していますが、その内容を定期的にレビューし、英国
現代奴隷法やデータ保護、プライバシーへの配慮など、グ
ローバルな人権課題の動向に関する最新情報や、これらが
事業に及ぼす影響についても盛り込んでいます。また、同
教育の受講状況についてもモニタリングしています。 

 
また、EMEA 地域内の現地法人では、事業部門責任者

が自社の法人幹部に対し、社会、労働、安全、環境および
サプライチェーンに関する取り組み、それらに関する進捗
状況や違反の有無などの情報を四半期ごとにレポートする
プロセスを取り入れています。これにより、各社の幹部は
ESG に配慮した事業判断を行うことができます。 

 
さらに、各社のビジネスに影響を与えうる事項について

はイントラネットにも情報を掲載し、従業員に注意喚起を
行っています。 
 
なお、NEC ヨーロッパ社は、国連グローバル・コンパ

クトの分科会に参画しており、同分科会で得られた情報
を、EMEA 地域における人権への取り組み改善・強化に
活かしています。 

  

https://jpn.nec.com/csr/ja/modernslavery/index.html
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NEC 
サステナビリティレポート
2018 

ガバナンス 環   境 社   会 サステナブル経営 
 

各種法令やガイドラインに対応した調達活動の推進 
サプライヤーに対する調達活動においては、EMEA 

Procurement Policy の見直しを適宜行い、お客さまの拠
点がある国や地域特有の法令やガイドラインに即した
CSR 調達を推進しています。 

 
その他、NEC ヨーロッパ社では、外部組織が実施す

る、労働、人権を含むサステナビリティ取り組み調査にも
対応しています。 

 
新規サプライヤーと取引を行う際には、デュー・ディリ

ジェンスを行い、取引の可否を決定しています。このプロ
セスでは、提供される製品やサービスの種類、地理的ある
いは他の要因に基づいてリスクの大小を調査しており、関
連部門が横断的にレビューを行っています。 

 
サプライヤーへのこのような調査により確認したリスク

の種類や重要性について、NEC ヨーロッパ社はモニタリ
ングを行い、汚職、贈収賄および人権侵害などについて
は、NEC の経営、事業および地域なども考慮の上、潜在
的リスクを分析しています。 

 
苦情申し立てメカニズム 
EMEA 地域においても、苦情申し立てメカニズムを設

置しており、利用件数をモニタリングしています。サプラ
イヤーからの問い合わせには、調達窓口担当者を経由する
以外に、Web 上にも窓口を設けています。その他、NEC
ヨーロッパ社の法務部門へ直接メールを送ることもできま
す。このように複数の問い合わせルートを設けておくこと
で、サプライヤーが、取引上の疑問や課題に関して連絡が
しやすい仕組みを整えています。 
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