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NEC
サステナビリティレポート
2019

サステナブル経営 環　　境 ガバナンス 社　　会

05-07 サステナブル経営 08-11 ESG 視点の経営優先テー マ「マテリアリティ」 12-15 マテリアリティに関する有識者との対話
16-19 ESGに関する目標、成果・進捗、達成度 20-21 多様なステークホルダーとの対話事例 22 CS（ 顧客満足 ）へ の取り組み
23-24 地域社会との連携 25-31 イノベ ー ション・マネジメント

サステナブル経営 中期目標 2018年度の目標 2018年度の成果・進捗 達成度 2019年度の目標
ESG視点の経営優先
テーマ「マテリアリティ」 9テーマそれぞれに、目指す姿と取り組みの進捗を測る非財務指標を設定しています

ステークホルダーとの 
対話・共創

CS（顧客満足） 
への取り組み

お客さまからの
ゆるぎない信頼を獲得し、
“選ばれる企業”であり続ける

お客さまからの「声」を起点とした
改善活動と事業特性に即した活動の推進

お客さまからの「声」を、事業部門へより一層フィードバック
すべくCS推進部門を品質部門からマーケティング部門へ移管 ○ お客さまからの「声」を起点とした改善活動と事業特性に即した

活動の継続推進
国内外のNECグループ従業員の
CSマインドの醸成と好事例の共有

・外部講師による従業員向けCS教育を定期的に開催
・社内外の優れたCS事例を従業員へ共有

○ 国内外のNECグループ従業員のCSマインドの醸成と好事例の
情報共有の継続推進

地域社会との 
連携

社会貢献活動の
事業戦略への組み込み

事業と共創・社会貢献活動とが融合した
官民連携パートナーシップの推進 掛川市（静岡県）など4つの自治体とプロジェクトを実施 ○ 事業と共創・社会貢献活動とが融合した

官民連携パートナーシップの継続推進

社会貢献活動を起点とした
新事業創造のきっかけづくり

「NEC社会起業塾」や「NECプロボノイニシアティブ」等への
従業員の参画促進

・社会課題への気づきや学び、新たな事業創造のヒントを得る場
「SocialInnovationDialogue（NGOとの対話）」を実施し、
58名が参加
・ホタルクス（旧：NECライティング）が、「NEC社会起業塾」の卒業生で
あるR65とともに、単身高齢者の見守りに関する新サービスを開発

○ 「NEC社会起業塾」や「NECプロボノイニシアティブ」等への
従業員の参画促進の継続

ESGに関する目標、成果・進捗、達成度 ◎：目標達成　〇：目標に対して80％以上達成　△：目標に対して50％以上達成　×：進捗なし　―：当年度は評価しないM ：マテリアリティに関わる主な非財務目標を示しています。
詳細はP.8-11を参照ください。

環境 中期目標 指標 2018年度の目標 2018年度の成果・進捗 達成度 2019年度の目標
気候変動によるリスク・ 
機会への対応

世界全体での温室効果ガスの削減と
お客さまや社会の気候変動対策への貢献

サプライチェーン全体のCO2排出量に対する
CO2排出削減貢献量M

5倍
（*2020年度目標）

6倍 ◎ ―

事業を通じた環境価値 
の提供 ITソリューションによるCO2削減貢献 ITソリューションの提供によるCO2削減貢献量 1,770万t 1,979万t ◎ 2,040万t

環境に配慮した 
製品開発 製品のエネルギー効率改善 製品使用時におけるCO2総排出量削減率（2013年度製品比） 20% 74% ◎ 25%

事業活動に伴う 
環境負荷

事業活動からの（Scope1、2）
CO2排出量の削減

エネルギー由来CO2発生量の削減率（2017年度比） -1.9% -2.6% ◎ -5.4%
再生可能エネルギー使用電力量 520MWh 1,761MWh ◎ 27,000MWh

ガバナンス 中期目標 2018年度の目標 2018年度の成果・進捗 達成度 2019年度の目標

コンプライアンスと 
リスク・マネジメント

コンプライアンスの徹底
・重大なカルテル・談合行為の発生0件M
・コンプライアンスWeb教育の受講率向上（当社受講率98％以上）
・「コンプライアンス・ホットライン」への通報件数100件以上

・重大なカルテル・談合行為0件
・コンプライアンスWeb教育の実施（当社受講率98.4％）
・「コンプライアンス・ホットライン」への通報件数121件

◎
・重大なカルテル・談合行為の発生0件 M
・コンプライアンスWeb教育の受講率向上（当社受講率98％以上）
・「コンプライアンス・ホットライン」への通報件数100件以上

適切なリスク・マネジメントの実行 重点対策リスクに対する実効性ある施策の立案と実行

・海外連結子会社を対象に贈収賄に関する内部監査の実施と
海外連結子会社の全従業員向けに公正取引Web教育を実施
・官公庁等の顧客やそのコンサルタントとの関係について
競争法関連の社内規程を改正

◎ 重点対策リスクに対する実効性ある施策の立案と実行

※レポートの目次に沿って一覧しています。

P.22

P. 8–11

P.23–24

P.41–43

P.38

P.37

P.36

P.35

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_03.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_06_03.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_06_04.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_08.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_08.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_08.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_08.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_10.pdf
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ガバナンス 中期目標 2018年度の目標 2018年度の成果・進捗 達成度 2019年度の目標

事業継続

訓練・研修をとおし、リスク発生時に
自律的に行動できる勤務者数を増やす 多様化するリスクに対する訓練研修の継続

・直下型地震を想定した安否登録訓練と
帰宅シミュレーション研修（Web研修）を実施
・新型インフルエンザを想定した訓練、Web研修を実施

○
多様化する災害リスクに対する訓練研修の継続と
災害時対応力の向上

BCPに関する活動の
成熟度向上と効率化 内部監査の査証との連携による工数削減 内部監査の効率化を目的としたシステム間の連携および

内部監査フローの見直しを実施 ○ BCP成熟度の向上およびBCP策定フローの見直しと効率化

サプライチェーン・ 
マネジメント

ソフトウェア・ソリューション調達に
おけるCSR調達の推進

・サプライヤーサーベイによる課題の抽出
・サプライヤーに適した施策の立案と実施
・社内外の情報ソースを活用して、施策がもたらすインパクトを検証

・サプライヤーサーベイを実施。新たな課題はなし
・人権、長時間労働、健康管理ならびに環境に関する書類点検を実施
・情報ソースを活用して、施策がもたらすインパクトを検証

△ 目標見直し中

SupplierVisitRecord（SVR）の
活用促進

・SVRの活用マニュアルの作成と調達要員への教育の実施
・SVRの中華圏における運用の開始

・SVRの活用マニュアルを作成
・SVRを実施し、77件のデータを取得

○ SVRの適用拡大と取得データを活用した施策の検討

個別注文書へのCSR条項の
盛り込みをグローバルに展開

・APACおよびEMEA（現地法人含む）における個別注文書への
CSR条項の盛り込みの完了
・中華圏での個別注文書へのCSR条項の盛り込み検討着手
・当社および国内連結子会社における資材基本契約書への
CSR条項の盛り込み検討着手

・APACおよびEMEA（現地法人含む）の個別注文書への
CSR条項の盛り込み完了
・中華圏や日本における盛り込みについて、検討に着手 ○ ※達成したため、2019年度の目標はなし

情報セキュリティと 
サイバーセキュリティ

サイバー攻撃対策の強化

重大セキュリティインシデントによる影響の極小化と
レファレンス事例の訴求 M
・グローバルCSIRT*1の体制強化
・脅威インテリジェンスの活用強化
・EDR*2製品の展開強化
・レファレンスとなる先進的な対策の検証
*1CSIRT：ComputerSecurityIncidentResponseTeam
*2EDR：EndpointDetectionandResponse

・シンガポールにおいて、グローバル一元的なSOC監視と
CSIRT運用を開始
・脅威インテリジェンスを導入し、攻撃の予兆監視や未知の
マルウェア等の攻撃検知の仕組みを構築
・EDR製品について、重要部門への先行導入を実施 ◎

重大セキュリティインシデントによる影響の極小化と
レファレンス事例の訴求 M
・未知のマルウェア検知、モバイルアクセス環境のセキュリティ強化
・EDRの国内・海外展開
・レファレンスとなる先進的な対策の効果検証

セキュアな製品・システム・
サービスの推進強化

・セキュリティ対策推進状況を見える化するシステムの整備と
脆弱性対策の強化
・ガイド類の改善によるセキュリティ対策の効率化

・セキュリティ対策推進状況を見える化するシステムを強化
・各種ガイド類を更新 ◎

・セキュア開発・運用推進に向けた基準の改善と、
ガイド・ツールの改善・強化

お取引先と連携した
セキュリティの推進強化

・お取引先のセキュリティ状況のリアルタイムでの点検・把握
・お取引先への啓発活動によるサプライチェーンセキュリティの
確保

・お取引先のセキュリティ状況に関して、リアルタイムで
フィードバックを実施
・お取引先向け情報セキュリティ説明会を実施

◎

・セキュア開発・運用に関する実践的ガイドをお取引先へ周知し、
改善・強化
・お取引先の作業環境や委託管理の状況の点検・把握による
セキュア開発・運用改善の推進

◎：目標達成　〇：目標に対して80％以上達成　△：目標に対して50％以上達成　×：進捗なし　―：当年度は評価しないM ：マテリアリティに関わる主な非財務目標を示しています。
詳細はP.8-11を参照ください。

P.47–48

P.49–51

P.54–56

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_13.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_14.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_16.pdf
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社会 中期目標 2018年度の目標 2018年度の成果・進捗 達成度 2019年度の目標

人権の尊重

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（Web教育）を実施
（当社目標受講率：90.0％）

・役員向け：外部有識者講演を実施
・従業員向け：Web教育「企業と人権」を実施（当社受講率：97.0％）

◎
・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：ダイバーシティに関するWeb教育の実施
（当社目標受講率：90.0％）

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

タスクフォースにより策定した全社共通フレームワークにもとづき、
当社およびその連結子会社の主要事業を対象とした人権影響評価に着手 ◎

・全社共通フレームワークのオーソライズ
・人権影響評価の結果にもとづいた重点人権課題の特定、および、
重点課題への対処スキームの検討

個人情報保護、 
プライバシー

個人情報保護のグローバルな対応

・各地の状況に応じた対策に関して、
海外子会社に設置された個人情報管理者と連携
・個人情報の侵害事故が発覚した場合において、
法令で定められた時間内での外部機関への報告を
確実に実施する体制の構築

・各国の海外子会社において個人情報管理者の設置、
個人情報管理台帳の作成を行い、グローバルな管理体制を構築
・欧州域の子会社にGDPRに準拠した個人情報管理ルールを制定
・海外子会社の従業員等の個人情報に関する移転契約の
締結および従業員等本人からの同意取得を実施

◎

・「NECグループ欧州個人情報取扱マニュアル」の作成
・各国、地域における域外移転規制の法制化への対応
・海外子会社における個人情報侵害事故発生時の
エスカレーション・ルールの周知徹底

個人情報保護の法令改正対応 ・日本からの個人情報の越境移転に関する規制への対応
・日本からの個人情報の越境移転する際のプロセスを
個人情報保護マニュアルに追加
・移転先国を管理できるよう個人情報管理台帳システムの機能を追加

◎ ・十分性認定に基づき欧州から日本に移転した個人情報について
「補完的ルール」の遵守徹底に向けた対応

個人情報保護マネジメントシステム
再構築

・機微な個人情報管理漏えいリスクの低減
・個人情報の匿名化促進を通じた漏えいリスクの一層の
低減と、匿名化された個人情報の有効な利活用の促進

・機微な個人情報を取り扱う全プロジェクトに対して、
暗号化等の管理状況について再点検を実施
・マイナンバーに関して、番号法に沿った管理状況について再点検を実施
・匿名加工情報の利活用の手順を定めたマニュアルを
作成し、有効な利活用の体制を構築

◎

・事業部等におけるリスクの見直しと対策を確認する
マネジメントレビューの定期的な実施
・個人情報の滅失、毀損、漏えいに対する予防策を確実に
実施するためのリスク管理の運用強化

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

・マルチステークホルダーとの対話の実施（四半期に1度） M
・「HumanRightsbyDesign」に基づく研究、商品開発、
サービス提案の具体的な目標の設定 M

・「NECグループAIと人権に関するポリシー」（以下、全社ポリシー）
の制定過程をはじめ、社外有識者との対話を実施（5回）
・「HumanRightsbyDesign」にもとづくデータ保護関連の
技術研究、データ関連の実証事業を受託・遂行

◎

・マルチステークホルダーとの対話を継続し、
全社ポリシーをふまえた取り組みをチェックする
必要に応じて、ポリシー自体をアップデートする M
・全社ポリシーの考え方を、関連事業のフレームワークへ組み込む M

人材開発・育成

社会感度の高い人財の育成

・人財哲学を実践する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、9Blocks*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

*「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軸で従業員社員を評価する方法で、各々の軸をさらに3つの
レベルに分けて評価している

・NECグループ共通の行動基準「CodeofValues」にあわせ、
人財哲学を実践するプログラムを見直す
・2020中計「実行力の改革」に伴う、新たな評価制度（9Blocks）と
マネジメントプロセス（パフォーマンスマネジメント）の運用徹底に
向けた教育を当社全管理職に実施

△

・下記施策の実施により、当社および国内・海外子会社の従業員を
対象に年に1回実施するサーベイにおいて、変革の実感について
「強くそう思う」「そう思う」と回答する比率を、30％にする M
・新任事業部長研修の内容の充実化
・9Blocksとパフォーマンスマネジメントに則り、階層別教育
（部長級／マネージャー級）を刷新
・評価改革の関係会社（15社）展開に伴う、評価者トレーニング（研修）の実施

海外も含めた
次世代経営者育成の拡充

・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

・DriveNECの実施回数を増やし（1回→2回）
総受講者数を拡大（17人→39人）
・社会価値創造塾にて受講後のフォローアップコーチングを実施

○
・次世代経営人材育成（海外を拠点とする選抜メンバーも含む）の
ための研修プログラムの拡充
・経営幹部を対象としたトレーニングの拡充

高度専門人材育成の拡充
・高度専門人材を計画的に配置・獲得するための仕組みの整備
・専門人材を育成する制度の再構築、プロセスの効率化検討

・新・高度専門人材を輩出、任用していくための制度概要の整備
・NECグループ人材の専門スキルの質と量の見える化と
職種共通の資格・研修体系の整備

△

・高度プロフェッショナル職ポジションの定義〜任用までのプロセスの
詳細設計の実施
・専門スキル開発体制／基盤の構築
スキルアセスメントの見直しと育成プロセスの設計

◎：目標達成　〇：目標に対して80％以上達成　△：目標に対して50％以上達成　×：進捗なし　―：当年度は評価しないM ：マテリアリティに関わる主な非財務目標を示しています。
詳細はP.8-11を参照ください。

P.58–61

P.62–64

P.65–68

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_17.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_18.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_19.pdf
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05-07 サステナブル経営 08-11 ESG視点の経営優先テーマ「マテリアリティ」 12-15 マテリアリティに関する有識者との対話
16-19 ESGに関する目標、成果・進捗、達成度 20-21 多様なステークホルダーとの対話事例 22 CS（顧客満足）への取り組み
23-24 地域社会との連携 25-31 イノベーション・マネジメント

社会 中期目標 2018年度の目標 2018年度の成果・進捗 達成度 2019年度の目標

インクルージョン＆ 
ダイバーシティ

女性活躍推進�
（2020年度、部長職以上における�
女性比率5％）

女性活躍推進法に基づく行動計画、数値目標の着実な推進 部長職以上の女性比率4.8％（2019年4月1日現在） × 女性活躍推進法に基づく行動計画、数値目標の着実な推進

障がい者雇用�
（2021年4月時点障がい者雇用率
2.3％）

障がい者雇用率2.3％達成に向けた、諸施策の検討・実施
2017年度2.2％に対し、2.24％達成（2019年4月1日現在）�
（�NEC、NECマネジメントパートナー、�
NECフレンドリースタフによるグループ適用後の雇用率）

△ 障がい者雇用率2.3％達成に向けて、諸施策の検討・実施

性的マイノリティLGBTへの対応 福利厚生制度における対応内容策定 福利厚生制度改正に向けての議論実施 × 就業規則、福利厚生制度改正に関する検討

多様な働き方への 
環境づくり

総労働時間の短縮 平均時間外労働時間、年次有給休暇取得および代休取得、�
総労働時間について、2017年度実績より改善する

・��平均時間外労働時間減少（16.3�時間→16.2時間）
・��年次有給休暇平均取得率微減（69.3％→67.4％）、�
代休取得率減少（50.3％→47.3％）
・��総労働時間減少（1906.64時間→1903.94時間）

○ 平均時間外労働時間、年次有給休暇取得、総労働時間について、�
2018年度以上に改善する

生産性向上につながる�
働き方改革の実施

・��テレワーク、Secure�BYODをさらに進め、�
総労働時間を、2017年度以上に短縮
・��生産性の高い働き方の拡大により、�
多様な従業員が活躍できる環境へ改善

・��社内外のサテライトオフィス拡充、Secure�BYODの�
活用促進等、テレワークのための環境を拡充
・��テレワーク・デイズ2018期間中にNECグループで�
約26,000人の従業員がテレワークを実施

◎
働く時間と場所を自律的にデザインするための環境を整備する�
（�フレックスタイム制度のコアタイムの廃止、�
テレワークの更なる活用促進）

両立支援施策の拡大 育児・介護・病気と仕事との両立を目的に、実態把握、�
両立支援制度を拡充する

「治療と仕事の両立のためのガイドライン」の整備、�
介護短日勤務制度の導入等、両立支援施策を拡充 ○ 働く時間と場所をより柔軟に決められる制度の導入・活用促進

安全と健康

多様な職場環境に応じた�
安全衛生管理の徹底

・��NEC事業場内労働安全衛生マネジメントシステムの�
運用維持と状況に応じた改善実施
・��事業場外の現場について、現場工事における�
安全衛生管理ガイドラインの運用徹底

・��3年に1度のOHSAS更新審査を受審し認証継続
・��現場工事における安全衛生ガイドラインに基づき、�
該当事業部内における体制及びルールの策定

○

・��NEC事業場内労働安全衛生マネジメントシステムの運用維持と
ISO45001移行計画の策定
・��施工事業部における事業部ごとの事業場の特性によるリスク抽出と�
対策の実施

NECグループ従業員の主観的体調と�
生活習慣改善意識の向上

・��NHI21�Third�Seasonの周知と促進
・��健康ポイント活動の促進
・��健康経営優良法人（ホワイト500）の認定維持

・��NHI21をさらに発展させるNECの健康経営について検討
・��健康ポイント活動登録者7,800人から23,000人へ増加�
（対象者の24％が登録）
・��健康経営有料法人（ホワイト500）2019の認定

△
・��ICTを活用した従業員の健康意識を啓発する環境の構築
・��健康経営優良法人（ホワイト500）の認定維持

◎：目標達成　〇：目標に対して80％以上達成　△：目標に対して50％以上達成　×：進捗なし　―：当年度は評価しないM �：��マテリアリティに関わる主な非財務目標を示しています。�
詳細はP.�8-11を参照ください。

P.�74–77

P.�72–73

P.�69–71

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_20.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_21.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_22.pdf
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