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人権の尊重 
取り組み方針 

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
業活動がステークホルダーの人権に及ぼす負の影響を軽減し、そ
の発生を防止する必要があると考えています。そこで、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」など、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」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。 
また、2019年4月には、「NECグループ AIと人権に関するポ

リシー」を策定し、発表しました。このポリシーは、NECグル
ープがAI（人工知能）の社会実装や生体情報をはじめとするデ
ータの利活用（以下、AIの利活用）に関する事業を推進する
際、従業員一人ひとりが企業活動のすべての段階において人権の
尊重を常に最優先なものとして念頭に置き、それを行動に結びつ
ける指針となるものです。 

 
*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。「国連グローバル・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」な
ど、世界的に確立された合意にもとづいて、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。 

 
 NECグループ人権方針 

 NECグループ AIと人権に関するポリシー 

 個人情報保護・プライバシー 

 サプライチェーン・マネジメント 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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、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。主な国内連結子会社
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。 
また、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、事業活動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が増えています。 

 

 
 

NECの人権啓発推進体制 

https://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_report.pdf
https://jpn.nec.com/press/201904/images/0201-01-01.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_18.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_14.pdf
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人権啓発集合研修受講者数推移 [対象範囲：日本電気（株）] 

2016年度 2017年度 2018年度 

Web教育*1 20,296 8,026 20,936 

集合研修*2 1,031 586 441 
*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。2018年度は
2017年度に実施したマネジメントに言及した研修から全従業員を
対象とした。 

*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。 

2018年度の主な活動実績 

NECが取り組む人権課題への対策 
NECは、特に留意すべき人権課題を以下のように認識し、課題

に関連する担当部門がステークホルダーの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 
- ICTソリューション（製品・サービス）の開発・提供にあたっ
ての、プライバシーをはじめとした人権課題の発生防止 

- 2018年10月には、AIの利活用に関連する企業活動につい
て、プライバシーへの配慮だけでなく公平性など人権尊重
の考え方にもとづいた戦略策定・推進を行う組織として
「デジタルトラスト推進本部」を新設しました。また、
2019年4月には、従業員一人ひとりが、AIの利活用に関連
する企業活動のすべての段階においてプライバシーへの配
慮や人権の尊重を常に最優先なものとして念頭に置き、そ
れを行動に結びつけるための指針として、「NECグループ 
AIと人権に関するポリシー」を策定・発表しました。 

個人情報保護、プライバシー 

「事業活動におけるプライバシーへの配慮」 

- インクルージョン＆ダイバーシティの推進（差別、ハラス
メントの防止を含む） 

・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） 

また、人権課題に対する取り組みの実効性をより高めるべく、
人権デュー・ディリジェンスに着手しました。2018年度は、人事
部門とサステナビリティ推進部門で構成するタスクフォースによ
り、人権デュー・ディリジェンス実行の全社共通フレームワーク
を策定しました。また、このフレームワークにもとづき、国連の 

「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠しながら、当社およ
び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しまし
た。今後は、この人権影響評価の結果をふまえて重点人権課題を
特定し、その重点課題への対処スキームを検討するなど、人権デ
ュー・ディリジェンスの実行を継続していきます。 

啓発活動 
NECは、人権尊重の担い手となるすべての役員・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。2018年度は以下を実施しました。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ヒューマンライ
ツデュー・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・事例をふまえ、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。 

＜当社における啓発活動＞ 

・ 経営幹部層、および、グローバルビジネスユニット幹部層向け 
外部有識者としてEY新日本有限責任監査法人 牛島慶一氏を
招聘し、ビジネスと人権を巡るグローバル社会の動向や企
業が求められる対応などについての講演会を開催。 

・ 全役員・全従業員向け 
ビジネスと人権、ダイバーシティに関するWeb教育を実施。 

・ 新入社員向け 
企業と人権をテーマとした教育を実施。当社新入社員441
名が受講。 

・ 新任部長向け 
職場でいじめやハラスメント等があった際の対応方法に 
ついて、教育を実施。 

・ 採用面接員向け 
公正な採用選考と就職の機会均等維持のために、事例紹介
など質問時の留意点を周知徹底。約550名が受講。 

＜NECグループ会社における啓発活動＞ 

・ 当社および国内関係会社の新任執行役員向けに、企業と人
権をテーマとした教育を実施し97名が受講。 

・ 当社および主要な国内連結子会社の人事部門責任者で構成
された「NECグループダイバーシティ推進会議」配下の会
議体である「人権デュー・ディリジェンス分科会」におい
て、グローバル社会の動向を共有するとともに、分科会メ
ンバー各社が自社の事業に関する人権影響評価をトライア
ルで実施。 

・ AIの利活用に関連した事業活動におけるプライバシーへの
配慮や人権尊重に対する従業員の意識・理解の浸透を図る
ために、Web教育、および、セミナー（講演、パネルディ
スカッション、質疑応答などで構成）を実施。 

個人情報保護、プライバシー 

「事業活動におけるプライバシーへの配慮」

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_18.pdf
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現代奴隷法への対応 
英国現代奴隷法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、取締役会の承認のもと、2017年に続いて2018年も

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」にもと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関わる諸施策について説明
しています。 

 
また、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。2018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 

- 経営幹部層向けやグローバル事業幹部層向けに実施した外
部有識者による講演、および、全役員・全従業員向けに実
施したWeb教育に、英国現代奴隷法制定の背景や目的、当
社の対応などを盛り込み、当社における同法への理解の強
化を図りました。 

- 当社の法務部門、調達部門、人事部門、サステナビリティ
推進部門で構成する英国現代奴隷法対応のためのタスクフ
ォースのメンバー間で、現代奴隷を巡るグローバル社会の
新たな動向などを共有し、現代奴隷への対応強化に向けて
協議しました。 

 
 

 
・サプライチェーンにおける取り組み 

- 調達取引先向け「CSR・情報セキュリティ施策説明会」（全
国11会場で合計12回開催）において、英国現代奴隷法の制
定目的や内容、および、それをふまえた「NECグループ調達
基本方針」「CSR調達ガイドライン」の改訂内容や当社の対
応などを説明し、現代奴隷の防止を要請しました。 

- 主要な調達取引先約200社にご協力いただき、強制労働の
防止を含め、労働に関する人権の尊重の取り組み状況を確
認するための人権サーベイを実施しました。  

- 調達取引先訪問時にCSR調達の要求事項への対応状況を点
検するSVR（Supplier Visit Record）の実施において、強
制労働の有無に関する点検項目を盛り込みました。 

 

 サプライチェーン・マネジメント 

「モニタリングの実施」 
 
 

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 
各地区の人事部門と各ビジネスユニットに設けられた従業員（非
正規雇用社員等を含む）向けの窓口で、電話、メールいずれの手
段でも相談できます。相談者のプライバシーを保護するほか、不
利益な扱いを受けることがないように配慮しています。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。 

2018年度はハラスメント（パワハラ19件、セクハラ6件）を
含め48件の相談がありました。なお、強制労働や人身売買に関
する通報は0件でした。 
 
なお、調達取引先向けにはコンプライアンス・ホットライン

が、お客さま・地域住民向けにはNEC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。 

 
 

EMEA（ヨーロッパ、中東およびアフリカ）地域におけ
る取り組み 

考え方 
NEC ヨーロッパ社では、EMEA 地域における全事業活動につい

てサステナビリティの方針や取り組みに関する基準を定めてお
り、法規制や国際的な基準を遵守しています。また、CSR方針の
基本原則で、人権を尊重し、その普及に努めることを明記してい
ます。 

 
 
啓発活動 
人権課題に対する社内啓発にも力を入れており、すべての従業

員を対象に、「NEC グループ行動規範」に関するWeb教育を実施
しています。教育内容は定期的にレビューを行い、英国現代奴隷
法やEU一般データ保護規則など、国際的な人権課題の動向・法規
制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、人権に関する取り組みの好事例や活動ノウハウなどを、

社内ニュースレターやイントラネットで発信しています。 
 
 

社内における報告の体制 
NECヨーロッパ社では、不正や不注意により発生の可能性があ

る負のインパクトについても注視しています。 

60 

https://jpn.nec.com/csr/ja/modernslavery/pdf/NEC_Group_Modern_Slavery_and_Human_Trafficking_Statement.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_14.pdf
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EMEA 地域のすべての子会社において、それぞれの取締役会が
サプライチェーンを含む労働者の人権・健康・安全に関する進捗
状況、違反有無等の情報について四半期ごとにレビューするプロ
セスを取り入れています。これにより、各社の幹部は人権に配慮
した事業判断を行うことができます。 
また、EMEA地域の子会社における人権関連の取り組みの進捗

状況やコンプライアンス遵守のプロセスは、年に一度、NECヨー
ロッパ社の取締役会へ報告される仕組みになっています。 

 
 
各種法令やガイドラインに対応した調達活動の推進 
NEC ヨーロッパ社では、サプライヤーが法規制に従い、労働者の

人権に配慮していることを確認するための評価を実施しています。 
また、EMEA地域で取り交わす契約書においては、英国現代奴

隷法に関連する方針の遵守を求めています。 
 
・ 新規サプライヤー 
 新規サプライヤーと取引を開始する際には、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、事業内容、地
理的あるいはその他の要因にもとづき、腐敗、情報セキュ
リティ、労働状況、人権、環境、健康・安全リスクの大小
を評価し、関連部門が横断的にレビューを行います。評価
の結果、ハイリスクと判断されたサプライヤーとは契約を
締結しません。 

 
・ ハイリスク地域のサプライヤー 
 現代奴隷の発生リスクが高い地域で事業を行うサプライヤーに
対しては、より詳細な質問票による調査を実施します。        
また、南アフリカ共和国のBroad-Based Black Economic 
Empowerment（BEE）政策など、各地域・国特有の要求への
対応状況についても確認を行っています。 

 
 

コレクティブアクションの実践に向けて 
NEC ヨーロッパ社は、国連グローバル・コンパクトの現代奴隷

法に関するワーキンググループに参画しています。このグループ
で得られた情報を、自社の課題解決に活かすだけでなく、他社と
の相互レビューなどを通して業界全体の取り組み強化に向けて活
動しています。 

 
苦情申し立てメカニズム 
日本同様、EMEA地域のすべての子会社でも、社内・社外向け

に苦情申し立てメカニズムを運用しており、問い合わせや通報の
内容・件数のモニタリングを行っています。 

 
サプライヤーからのお問い合わせ対応については、調達窓口や

Web上の窓口のほか、NECヨーロッパ社の法務部門で直接メール
を受け付けています。このように複数の問い合わせルートを設け
ることで、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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