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個人情報保護、プライバシー

取り組み方針 
ICT の急速な進展により、インターネット普及に加え、スマートフォン等が急速に拡大しており、個人情報保護やプライバシーへの配慮への関心が高くなっています。特に欧州において

は、基本的人権の保護という観点から、EU 基本権憲章でプライバシーなどの保護を基本権として定めています。さらに、2018 年 5 月からスタートした EU の一般データ保護規則
（GDPR）は、個人のプライバシーの権利の保護と確立を目的として、個人情報を管理および保護する方法などの要件を定めた法律となっています。 

NEC では、新しい法令の枠組みなどの動向を把握し、個人情報保護やプライバシー課題に対し、以下方針で取り組みを進めています。 

＜個人情報保護について＞ 
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、株主・投資家、お取引先、従業員などの個人番号を含む個人情報を適切に保護す

ることが社会的責務と考え、「NEC 個人情報保護方針」を 2000 年に定め、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。 

 NEC 個人情報保護方針 

また、当社では、国内外の子会社と連携して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。

＜プライバシーについて＞ 
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、

2018 年 3 月末時点で 29 社がプライバシーマークを取得済みです。また、病歴や出生地など、特にプライバシー性の高いセンシティブ情報（機微情報）
は、情報漏えいによって社会的差別などの不利益をこうむることがないように、本人の同意を得ない取得を原則禁止としています。 

GDPR の例に見られるように、世界的な潮流として、プライバシー法制が整備されつつあり、企業に求められる役割と責任はますます大きなものと
なってきています。これを受け、NEC では、「社会受容性に配慮したプライバシー」を、ESG 視点の経営優先テーマ「マテリアリティ」の 1 つとし
て位置づけ、国・地域や文化によって捉え方に違いのあるプライバシーや、AI の活用によって助長される可能性のある差別問題などの人権課題に配慮
した製品・サービスを開発・提供することをとおし、社会への負の影響を最小化するだけでなく、その取り組みを社会価値の最大化にもつなげたいと
考えています。 プライバシーマーク制度推進体制 

http://jpn.nec.com/site/privacy/index.html
https://privacymark.jp/
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活動目標と成果・進捗 

中期目標（2018～2020年度） 
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ともない社内ルールを 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 

４．NEC の事業活動でのプライバシーをはじめとする人権尊重の考え方の明確化 
・ユースケースを題材としたマルチステークホルダーとの対話を行いながら、「Human Rights by Design」(プライバシーや公平性など人権尊重の考え方をバリューチェーンの 
各プロセスに組み込むこと)に基づき、NEC の研究、商品開発やサービス提案へ織り込む 

 

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．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。 

・ 海外のお取引先における、誓約締結の対象国を拡
大。 

・ グループの各海外地域統括会社の個人情報管理責
任者を集め、欧州の GDPRのみならず、所在国の
個人情報に関する移転規制、侵害時の迅速な報告
等のあり方、法令遵守の意義と重要性を海外 
グループと再確認し、所在国の法令の動向を注視
しながら移転規制への対応等を検討しました。 

・ 海外グループ会社の再編にともない、海外のお取
引先の誓約対象国を見直した結果、昨年と同数を
対象とすることにしました。 

 

◎ ・欧州をはじめ各国の海外子会社に対し、個人情報
の域外移転規制の対応措置や、個人情報管理台帳
システムの改善、個人情報の移転元、移転先の国
を国別に検索可能とし、各々のリスク度合いや現
地の状況に応じた対策を、各国で選定した個人情
報管理者と当社で連携し、支援。 

・ 海外で個人情報の侵害事故が発覚した場合、当社
も含む関係部署への迅速な報告、法令で定められ
た時間内での外部機関への報告などを各国の子会
社で確実に実施できる体制を強化。 

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。 

・ マニュアル、個人情報管理台帳システム等の改訂
を実施し、個人情報の移転元、移転先の国を登録
可能とし、個人情報域外移転のフローも“見える
化”することで当社での管理を強化しました。 

◎ ・日本から他国へ個人情報を移転する場合の規制へ
の措置として、移転前に対応可能なプロセスを構
築するとともに、マニュアル化を進め、国内外子
会社への浸透を目指す。 
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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 
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帳票の記入漏れ
がないように、委託元、委託先の各関係者は専用
システムに必要事項を登録しエビデンスを残す。 

・ 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
きかけを行うとともに社内ルールを整備する。 

・ 委託先管理システムのトライアル版を完成させ、
現場のトライアル実施を経て、再調整中。 

・ カメラ画像データの保護と利活用に関するガイド
をグループ向けに作成、周知しました。 

・ 外部団体を通じて、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、政府機関
への働きかけを実施しました。 

◎ ・委託先管理システムの社内活用を目指し、マイナ
ンバー等、機微な個人情報管理漏れリスク低減。 

・個人情報の匿名化を促進させ、個人情報侵害時の
リスクの一層の低減と、同時に匿名化された個人
情報の有効な利活用の促進を図る。 

４．NECの事業活動
でのプライバシー
をはじめとする人
権尊重の考え方の
明確化 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

・ 人権、プライバシーの観点から取り扱いが難しい
ケースに関し、マルチステークホルダーとの対話
を四半期に１度実施する。 

・ 「Human Rights by Design」に基づく研究、 
商品開発、サービス提案の具体的な目標を設定す
る。 
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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、「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図っています。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。 

全社の管理体制 
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事業部等の管理体制 

国内子会社においては、2017 年 5 月の改正個人情報保
護法、2015 年 10 月の番号法の施行にあわせて同様の体
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迅速に組織的に対応します。 

 
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や関連部
門と連携して対処します。 
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2017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（当社向け） 
当社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 研修で実施しており、個人情 
報保護の内容も合わせて教育しています。2017 年度 
も、全対象者の教育修了率 100％を達成しました。 
 

2．推進者向け教育（当社と国内子会社向け） 
個人情報保護の推進を担う情報セキュリティ推進者向け 
の集合教育を、2017 年度は 4 回実施しました。 
 

3．新入社員・転入社員向け研修 
（当社と国内子会社向け） 

2017 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 
1．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」を運用しています。 

 
また、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。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。 

 
さらに、個人情報を含む情報全般のセキュリティに関す

る意識向上を目的に、「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」をするよう進めています。 

 
このような取り組みの結果、2017 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個人情報保護委員会、
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。 

2．お客様/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
人情報保護の管理・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
人情報保護をお願いしています。このような取り組みの結
果、委託先においても、2017 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図り、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。 

 
しかしながら、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、セキュリティを確保した運用に
行っています。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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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運用し
ています。また、この運用により標準化・集約化された業
務プロセスを、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として提供しています。 

 
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蓄積してきた知見を活かし、より高品
質なソリューションの開発と提供を進めていきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

NECのマイナンバー制度対応システムの全体像 

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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モニタリング・改善 
NEC では、各種の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確認 
当社では、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 
当社では、各組織で管理しているそれぞれの個人情報
について、管理状況を確認するため、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年 1 回以上
実施しています。特に、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、上記の運用の見直しを徹
底してします。 

 
 

 
 
 

事業活動におけるプライバシー 
事業活動におけるプライバシー課題に関する理解促進の

ため、社内啓発にも積極的に取り組んでいます。 
 
2017 年 9 月には、NEC グループ社員向けに、カメラ画

像の利活用に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としたセミナーを開催しまし
た。セミナーでは社外有識者による講演やパネルディス 
カッションを行い、約 500 名の NEC グループ社員が参加
しました。 

 
また、社外での活動にも積極的に取り組んでいます。当

年度は、同じ課題意識を抱える企業とともに、データ流通
に関する業界団体に参加し、プライバシーに関する政策提
言やルールメイキングを行いました。 

 
こうした取り組みは、2017 年 4 月に新設された「デー

タ流通戦略室」が担っており、事業活動におけるプライバ
シーに対する NEC の方針策定や、その方針を当社の強み
につなげていくための活動を行っています。 

 


	個人情報保護、プライバシー



