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人財開発・育成 

 

 

取り組み方針 
NEC は、「社会感度の高い人財の育成」を、ESG 視点の経営優先テーマ「マテリアリティ」の一つと位置づけています。  

 
自らの意志で自らの能力開発をはかる「セルフディベロップメント」という考え方を基本に、NEC

グループ社員の価値観と行動原理である「NEC グループバリュー」に基づいて、高い倫理観を持ち、顧
客や市場の本質的な課題を深く理解して顧客起点で常に行動し、社会価値を創造し続けることのでき
る人財づくりと組織風土・文化の醸成を目指しています。 
 
この考え方をより明確にし、従業員が心がけておくべき具体的な行動をまとめた「人財哲学」を、

2016 年 4 月に制定しました。この人財哲学に基づき、「実行力の強化」「プロフェッショナル人財の
育成」「マネジメント人財の育成」を 3 つの柱として、施策を推進しています。 

 

 
 
なお、複雑さ・多様さを増す社会の中で、お客さまや社会に、より大きな価値を提供していくため

には、物事の本質を考え抜き、さまざまな困難を乗り越えて実行に移していく人間の能力が、今後ま
すます重要になってきます。そのため、NEC グループの大切な「財産、資産」として人を育てていき
たい、という想いをこめて“財”の文字を使うこととしました。 

 
「NEC グループバリュー」 

ESG 視点の経営優先テーマ「マテリアリティ」 
 

 
 

NECの人財開発マネジメント 

https://jpn.nec.com/profile/corp/necway/who.html
https://jpn.nec.com/profile/corp/necway/who.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_03.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_03.pdf
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活動目標と成果・進捗 

中期目標（2018～2020年度） 
１．次世代経営者の拡充 
２．事業成長を担う高度専門職の拡充 
３．人財哲学に基づく研修体系の再構築 

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．海外も含めた次世

代経営者育成の 
拡充 

2016年度に開始した「NEC社会価値創造塾」を軸
に、海外の人財も含めたグローバルでの次世代経営者
育成プログラムを拡充 

・「NEC社会価値創造塾」に、海外を拠点として
事業を推進する選抜メンバー2名を交えて実施しま
した。

・グローバル共通のタレントマネジメントのプロセス
を試行しました。

△ ・海外を拠点として事業を推進する選抜メンバーも
含めた研修プログラムの拡充

・研修後のフォローアップ強化も含めた、タレント
マネジメントプロセスの改善

２．高度専門人財育成
の拡充 

2016年度に開始した「NCP上席プロフェッショナル
コミュニティ」での検討加速、専門人財の育成プロセ
スの構築

・NCP上席プロフェッショナルコミュニティを３回
開催し、人財育成と技術に関する制度、仕組み、
価値提供について議論しました。

・高度専門人財獲得のためのフレームワーク、および
タレントマネジメントの仕組みについて、検討を
開始しました。NCP認定制度の課題を分析し、今
後の方向性について検討しました。

・重点領域（IoT基盤、SS-FW、AI、サイバーセキュ
リティ、クラウド）において、人財育成を強化しま
した。

△ ・高度専門人財を計画的に配置・獲得するための仕組
みの整備

・専門人財を育成する制度の再構築、プロセスの効率
化検討

３．人財哲学に基づく
研修体系の再構築 

人財哲学の NECグループ全体への浸透と、研修体系
の再構築・プログラムの見直し 

・企業文化の進化に向け、全階層共通の取り組みとし
て「NEC Wayセッション」を新任事業部長研修/
新任部長研修/新任管理職研修において実施しまし
た。

・マネジメント職の能力強化に向け、階層別研修の体
系整備に着手し、2018年度以降の整備・移行計画
を明確化しました。

△ ・「NEC Way セッション」を「人財哲学セッショ
ヱ」に改称。人財哲学を実践する範囲（役割/環境
別）に応じたプログラムの見直し。

・階層別研修（特にマネジメント職）について、９
Blocks*運用徹底に向けたフィードバックの強化、
登用後のマネジメント力の維持/向上に向けた定期
的なチェックとフォローアップの実施。

*人事評価制度の考え方。「直近の業績・成果」と「NECグループバリューに沿った行動」という 2軸で社員を評価する方法で、各々の軸をさらに 3つのレベルに分けて社員を評価している。
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推進体制 

人財開発・育成施策については、職種別・組織別の
HRM（Human Resources Management）関連活動体制
を基本に、NEC マネジメントパートナーと連携して推進
しています。 
 
職種別 HRM 関連活動体制は、職種・テーマごとの体制

で人事・人財開発施策を推進しています。 
 

BU 別 HRM 関連活動体制は、組織・機能ごとの体制で
人事・人財開発施策を推進しています。 
 
職種横断、組織横断的な課題については、テーマ別のタ

スクフォースで検討し、必要に応じて全社の事業戦略会議
で審議・意思決定を行い、施策を推進しています。 
 
  

 

 
 

BU：Business Unit 
HRM：Human Resources Management 
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施策と制度 

人財開発施策の一端を担う研修は、職種に応じて実施す
る「専門研修」と、当社全従業員が対象となる「共通研
修」で構成されています。 

専門研修 
「専門研修」は、各分野での専門性を磨きプロフェッ 

ショナルを目指すための研修群です。

NEC プロフェッショナル認定制度
NEC では、ビジネスの最大の経営資源は「人」であり

お客さまに真の価値を提供できる高度な専門性を備えた人

財の育成が重要であると考えています。こうした考えのも
と、「NEC プロフェッショナル認定制度（NEC Certified 
Professional）」（以後、NCP 認定制度）を導入してい
ます。 

NCP 認定制度は、SE 人財、サービス人財など人財カテ
ゴリーごとに、その専門性を市場価値に照らして 4 つの
階層に区分しています。さらに、人財カテゴリーごとに業
務プロセスを分析して必要となる人財タイプを設定し、そ
れぞれのタイプごとに求められるスキルや業績の水準を詳
細に定義しています。なお、NCP 認定者は、2018 年 4 月
時点で約 9,100 名です。 

グローバル研修 
全世界でビジネスを展開している NEC は、グローバル

スキルの強化を目的としたさまざまな施策を実施していま
す。これらの施策には、語学力のみならず異文化対応スキ
ルやビジネススキルをトータルで身につけるプログラム
や、海外（新興国中心）でフィールドワークを行う実践的
なプログラムがあります。

共通研修 
「共通研修」は、従業員一人ひとりの成長とスキル 

アップを目的にしたものから、昇格時あるいは選抜によっ
て受講するものまで多様な研修メニューを揃えています。

階層別研修 
昇格した際には、各階層で新任研修が準備されていま

す。新任研修では、NEC Way と人財哲学に基づき、その

階層で求められる役割に必要な知識、スキル、マインド 
セットなどを学びます。研修で学んだことを日常業務に活
用するためのアクションプランも策定し、実行につなげて
います。

NEC グループキーポジションの選定と 
マネジメント人財選抜研修
NEC では、国内外の区別なく NEC グループ全体で重

要ポジションへの適材適所化を進めるために、キーとなる
役職を設定しています（NEC グループキーポジション：
GKP）。GKP への登用や後継者の育成を計画的に行って
おり、これら一連のプロセスの中でマネジメント人財選抜
研修も実施しています。 

2016 年度には、人財哲学に照らし、従来の選抜研修を拡
充した「NEC 社会価値創造塾」を立ち上げました。これは
当社会長が塾長となり、次世代のリーダーを育成するための
研修プログラムです。本プログラムでは、社内外のさまざま
な講師・ステークホルダーとの対話や社会課題を抱える国内
外の現場での実体験を通して自分自身を見つめ直し、高い倫
理観と視座から自らの使命を再確認し、社会価値を具現化す
る経営構想やビジネスモデルを考え抜きます。 

海外現地法人における選抜人財については、各自のリー
ダーシップを磨くとともに、グローバルな人的ネットワー
クを拡充することを目的に、2013 年度に選抜研修「Drive 
NEC」を立ち上げました。このプログラムは、海外現地法
人と本社の従業員が合同で参加し、すべてのプログラムを
英語で実施しています。
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キャリア開発支援施策 － ライフタイムキャリア・サポート 
従業員一人ひとりの自律的な成長のためには、それまでの自己を振り返り、自己革新と能

力再開発を継続的に行うことが必要です。当社では、一人ひとりの従業員が生涯を通じて自
律的な成長を図ることを目指したキャリア支援施策「ライフタイムキャリア・サポート」を
2002 年から導入しています。 
 
下図が、その代表的なプログラムです。

 

グローバル人材情報システム「SAKURA」 
NEC では、人財開発活動を支える育成基盤として「グローバル人材情報システム

（SAKURA）」を活用しています。国内関係会社は 24 社、海外関係会社は各地域統括法人
およびその傘下の現地法人合わせて 57 社から人財情報を取り込み、活用しています。
（2018 年 4 月時点） 
 

1. ワークライフバランス研修：ライフタイムの節目と考えられる 30 歳、40 歳、50 歳を迎えた従業
員を対象に、自己のキャリアを見つめ直し、能力開発目標の設定を行います。2017 年度は約
1,000名がこの研修に参加しました。 

2. キャリア小包®：節目研修の中間年齢となる 35歳、45歳、55歳の従業員を対象に、各年齢層に

有効なキャリア情報を提供し、今後のキャリアやライフプランについて考えるきっかけとなって

います。特に 55歳を迎えた従業員には、退職金・年金制度に関するWeb研修「ライフデザイン

セミナー」も開講しています。 

3. キャリアアドバイス： 個々人が自らのキャリアを自律的に考えることをサポートする仕組みで、
2002 年から実施しています。専任のキャリアアドバイザーが専門的な立場から、その人の価値
観・適性を客観的に判断し、仕事と家庭の両立など、キャリア形成に関するアドバイスを行って
います。4名のキャリアアドバイザーが年間約 600名の相談を受けています。 

*「キャリア小包®」は、日本電気株式会社の日本における登録商標です。  
 

ライフタイムキャリア・サポートの流れ 
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2017年度の主な活動実績 

海外メンバーも含めた 
マネジメント人財選抜研修の拡充 
2017年度の「NEC社会価値創造塾」は、海外に拠点を置

く選抜人財 2名も交えて、2017年 7月から 2018年 2月に
かけて実施しました。 

 
幹部層のプログラムでは、海外メンバー2名を含めた 34

名が、NECの存在意義や社会価値創造のあり方を追究し、
各自の経営構想を考え抜きました。海外に拠点を置くメン 
バーが加わったことで、参加者のグローバルな人的ネット 
ワークも深まりました。 

 
一方、若手層のプログラムでは、2017年 6月から 2018年

2月にかけて実施しました。5クラス／102名が 18チームに
分かれ、社会価値創造につながるビジネスモデルを検討・作
成しました。研修会場での学びだけにとどまらず、各チーム
で検討した仮説を、実際の現場において検証・修正し、  
ブラッシュアップしました。 

  

グローバル要員の育成 
グローバル市場へのビジネス拡大を目的に、NEC では

さまざまなグローバルスキル強化施策を行っています。 
特に海外の現地市場を実際に体験し、ビジネスのアイデア
やビジネスプランを検討する体験型の研修プログラムへの
派遣を拡充しています。2017 年度は、GKP の選抜人財も
含め 12 名がアジアの新興国で研修を行いました。 
その他、各種ビジネススキル強化プログラムに加え、海外へ
の業務研修派遣、海外留学なども積極的に実施しています。 
 

戦略的育成投資の実行 
2017 年度は、AI、サイバーセキュリティ、IoT、クラ

ウドなど、戦略的に事業拡大を進めている領域における人
財育成投資を前年比 5 倍に拡充しました。その結果、
CISSP、AWS 認定ソリューションアーキテクトなどの資
格取得者数は 1,500 名超、AI・アナリティクス応用、
NEC IoT 基盤 SE 向けハンズオン研修などの研修の受講
者数はのべ 66,000 名超となりました。 
 

教育受講実績 
NEC では人財開発活動を支える育成基盤として、前出

のように、個人の育成計画や実績情報を管理する「グロー
バル人材情報システム（SAKURA）」を全社展開してい
ます。2017 年度の、このシステムに登録された当社およ
び NEC グループ従業員 1 人当たりの研修受講日数は、そ
れぞれ 5.7 日、4.9 日でした。 
 

モニタリング・改善 
人財開発に関連する施策は、組織別／職種別の HRM 関

連活動などをとおして各部門のニーズを反映するととも
に、職種ごとにも評価、改善を実施しています。 
 
また、NEC の人財開発を担当する NEC マネジメント 

パートナーと連携し、受講者評価や職場での行動変容調査
などを参考に定期的に育成施策・研修の見直しを図ってい
ます。 
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