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人材開発・育成 

取り組み方針 

NEC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。そこで、私たちが大切にする価値観である「NEC グル
ープバリュー」にもとづいて、高い倫理観を持ち、お客さまや社会の
本質的な課題を深く理解して顧客起点、社会視点で常に行動し、社会
価値を創造し続けることのできる社会感度の高い人財づくりと組織風
土・文化の醸成を目指しています。 
時代が変化を続ける限り、価値観や発想、行動のしかたを刷新して

いかなければなりません。 
この考え方をより明確にし、時代の変化のスピードを謳歌して勝ち

続け、輝くビジネスパーソンの集団となるため、2018 年 10 月に、
目指す姿への変革を促す行動基準として、「Code of Values」を設定し
ました。これは、役員および全従業員が体現すべき行動基準であり、
日々の活動で実践する、あるいは実践を支援する従業員を高く評価し
ています。 

 
さらに、「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」のひとつと位置づけ、2018 年度から NEC
グループの従業員に対し、「会社が、多様な価値観を受け入れ、社会
価値を創造する方向に変革しているか」を問い、その回答の変化を分
析しています。 
 
また、人材開発・育成施策は、「実行力の強化」「プロフェッショ

ナル人材の育成」「マネジメント人材の育成」を３つの柱とし、自ら
の意志で自らの能力開発を図る「セルフディベロップメント」という
考え方を基本に推進しています。 
 
「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」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進体制 

NECでは、職種別・組織別に人材開発推進体制を整備しています。 
 
また、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

フォースを、NECの組織風土・文化の醸成を推進するカルチャー変革
本部と連携して立ち上げ、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。 
 
人材開発に関連する施策は、組織別・職種別の人材育成などをとお

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、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・研修の見直しも図っています。 
 

行動基準：「Code of Values」 

https://jpn.nec.com/profile/corp/necway/who.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_03.pdf
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施策と 2018年度の主な活動実績 

当社の研修体系は全従業員が受講あるいは選抜・指名の対象となる
「全社共通研修」と、“ビジネスユニット（BU）”ごとの主催によって
実施される「BU研修」、自主研修や各スタフ部門の主管で実施され
る「その他研修」に大別されます。そのうち、「全社共通研修」は必
須研修、選抜研修、選択研修の３つの研修カテゴリーから構成されて
おり、選択研修には「職種別研修」「共通スキル研修」「グローバル
研修」を設けています。このほ か、各ビジネスユニットが独自に企
画・運営する「BU個別研修」があります。 
 
「全社共通研修」は次の３つの研修カテゴリーで構成しています。 

 
■階層別必須研修 
昇格者向けに各階層に求められる役割を認識し、マネジメント力を

強化することを目的としています。また新入社員に対する基礎知識習
得のための教育や、年次ごとの節目研修なども含まれます。 
 
■選抜研修 
「選抜研修」は将来の経営幹部候補を早期に育成するための指名制

研修で、段階に応じて経営管理に必要な基礎知識や事業戦略、あるい
は事業経営といったテーマに焦点を当てています。 
 
■選択研修 
次の３つの研修カテゴリーで構成しています。 
・職種別研修 
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、職務 
別に必要となるスキルや資格、研修体系を NEC グループで共通 
に定義しています。その職種・職務に従事する人のキャリアアッ 
プ、スキル強化を目指すための研修群です。 

 
 
 
 

 
・共通スキル研修 
従業員一人ひとりの成長とスキルアップを目的に、特にマネジメ 
ントスキル、ビジネススキルを中心とした、職種、階層に共通し  
たスキルを体制化した研修群で、多様な研修メニューを揃えてい 
ます。 

 
・グローバル研修 
グローバルスキルの強化を目的とした施策として、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。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 
的なプログラムが特徴です。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NECにおける研修制度 
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NECグループキーポジションの選定と 
社会感度の高いリーダー人材選抜研修 
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、次の社会
感度の高いリーダー人材の選抜研修も実施しています。 
 
・NEC社会価値創造塾 

2016年度に、次世代のリーダーを育成するための研修プログラムと
して当社会長が塾長を務める「NEC社会価値創造塾」を立ち上げま
した。 
幹部層向けのプログラムでは、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。 
2018年度は海外メンバー1名を含めた 32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、リーダー向けのプログラムは、2018年 6月から 2019年 2
月にかけて実施しました。94名が 20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。 

 
・Drive NEC 
海外現地法人における選抜研修については、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。2018年度は、開催回
数を 2回へと増やし 39人が受講しました。 

 
 

 
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。 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

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。2018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。 
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グローバル人材情報システム「SAKURA」 
NECでは、人材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。国内連結子会社は
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 社から人材情報を取り込み、活用しています。（2019 年 3
月時点） 
 

2018 年度、SAKURAに登録された研修は、人権、コンプライアン
ス、情報セキュリティ、環境など多岐にわたっており、当社および国
内連携子会社従業員 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。 
 
 

戦略的育成投資 
NECでは、社会ソリューションに有効なコア技術強化と将来にわた

ってそれを継続していくために、注力領域における人材育成を進めて
います。 
 
  
コア技術強化とダイバーシティ強化のための人材育成 
注力領域での研究者の増強については、中央研究所のデータサイエ

ンス・バイオメトリクス領域の研究者数を 2015 年度に比べて倍増さ
せる方針で取り組んでいます。海外の各研究所では各地域のトップ人
材を積極的に採用し、国内では博士採用を増強しています。2019 年
度も新規採用の半数近くを博士採用とする方針であり、インド工科大
学など海外大学院からの採用も増強します。これらの施策により、新
規採用の 3~4 割がグローバル人材となっています。さらに、さまざ
まな専門分野を持つ人材が、性別や国籍を問わず、互いに尊重し合い
ながら多面的な議論を行うことで、大きなイノベーションを起こして
いけるように組織変革を進めています。 
 
例えば、日本人の研究者に対しては、研究員としての米国大学院へ

の派遣、NPO と連携した新興国留職プログラムや海外研修など、     
 
 

 
社内外の教育プログラムを活用して、グローバル人材への転換を促し
ています。また、専門分野のダイバーシティ推進に向けて、情報系だ
けでなくデータの使いこなしに強い理学系分野や、人と AI の協調に
よる課題解決を実現するために人文学系分野や法学系分野など多様な
人材の採用も強化しています。 
 
イノベーション・マネジメント「人材開発・育成」 

 
 
情報セキュリティ人材の育成 
システム・サービスのインテグレーションにおいては、システム

の要件定義の段階からセキュリティを考慮する「セキュリティ バイ 
デザイン」を推進しており、セキュリティ人材の育成に力を入れて
います。 
 
営業・SE に必要なセキュリティ基礎知識を web 教育形式で提供

し、NEC グループ全体のセキュリティスキルの底上げを図っていま
す。また、社内セキュリティコンテストとして「NEC セキュリティ
スキルチャレンジ」を開催しており、2018 年度は 1,300 名以上が参
加し、セキュリティ人材の裾野拡大につながっています。 

2018 年度からは、SE 向けの常設の演習場として「NEC サイバー
セキュリティ訓練場」を新設し、システム堅牢化の演習を実施し、
SE の実践的なスキルを強化しています。 
 
さらに、トップレベルの人材育成にも取り組んでいます。NEC 

CISO 補佐官トレーニングプログラム（NEC CISO Aide Training 
Program:NCAT）と呼称するプログラムは、解析やインシデントハン
ドリングなどを含む広範かつ高度な研修群を体系化し、座学で学ぶと
ともに、セキュリティ専門組織での OJT（On-the-Job-Training）を
組み込んだプロブラムとなっており、セキュリティのトップ人材を育
成しています。 
またセキュリティ公的資格の取得を強く推奨しており、国家資格で

あるセキュリティプロフェッショナル認定資格制度（CISSP）や情報
処理安全支援士の取得者を拡充しています。 
 

 
これらの取り組みを通じて、セキュリティに関する高度なスキル、

業務経験、資格を有している者が核となり、お客様さまへの最適なソ
リューション提供し、安全・安心で豊かな社会の実現に貢献します。 
 

 
 
 

セキュリティ人材の育成 

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_07.pdf
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