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新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけとして、

サステナブルな社会の実現をめざす行動の大切さを、世界中の人々が実感しました。

社会のために、地域のために、人々の暮らしと笑顔を守るために

行動する人々をICTとイノベーションで支え、未来をもっと豊かにする。

それが、当社の役割だと考えています。

そのために、社員一人ひとりが「こころの目」をもって、

まだ見えない“未来の課題と可能性”を発見します。

そして、先進ICTとイノベータとしてのひらめきで、

新たな事業や文化を創造し、

サステナブルな社会の実現に貢献していきます。

●：これまでのレポートで取り上げた
　  社会課題解決の取り組み
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NECソリューションイノベータは、ヘルスケア事業を加速・強化するため、「フォーネスライフ株式会社」を設立し、
SomaLogic社（本社：米国コロラド州、CEO：Roy Smythe）との協業を開始しました。

健康寿命の延伸に貢献するヘルスケア事業会社「フォーネスライフ株式会社」を設立
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「サステナビリティレポート2020」は、サステナブルな
社会の実現に向けた、当社の取り組みと成果をステー
クホルダーのみなさまにわかりやすくお伝えするために、
読みやすさを重視して編集・作成しています。

当社の
Webサイト上でも
公開しています。

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/csr/report/
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2030年のありたい姿を社員一人ひとりが想像し、

これからの社会を支える新たな事業や文化を創造する。

NECソリューションイノベータ株式会社

代表取締役　執行役員社長　杉山 清

トップメッセージ

新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会に大きな影響を及ぼしました。

そうした変化の中で当社は、NECグループの社会ソリューション事業をICTで担う中核企業として、

ライフラインを支え、暮らしの安全を守る役割の大切さを改めて実感しました。

人と人との関わり方も大きく変わりました。

当社もオンラインとリアルを融合させた共創関係を自治体、企業、市民の皆さまと築きながら、

さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。

また、2030年のありたい姿を社員一人ひとりが想像しながら、

10年後の社会に必要なイノベーションを考え、創造する取り組みをスタートさせました。

2030年は、SDGs17の目標達成のゴールとなる年です。

目標達成に向けて前進する皆さまを支える力となるため、

私たちにはもっと貢献できることがあると信じています。

これからも、先進ICTとイノベーションで新たな事業や文化を創造し、

サステナブルな社会の実現に貢献していきます。
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ＮＥＣグループでは、今後１０年間に訪れる世界や社会の変化を、６つのメガトレンドとして整理し、

取り組むべき７つの社会価値創造テーマを設定。ＮＥＣソリューションイノベータもそれらのテーマに取り組み、

事業を通して社会課題の解決に貢献することを目指しています。

また、法令遵守や企業倫理の徹底などのコンプライアンス責任を全うするだけでなく、

社会や環境に負の影響を与える企業活動のリスク軽減にも取り組んでいます。

連鎖する資源・
環境問題

SDGsへの貢献

経営基盤

4つの提供価値［安全・安心・公平・効率］

NECグループの7つの社会価値創造テーマ

6つのメガトレンド

【 サ ス テ ナ ブ ル な 社 会 の 実 現 】

持続可能な
都市の模索

個の力の向上と
価値観の変容

パワーバランスの変動 テクノロジーの
指数関数的進化

多様化する脅威と
安全・安心のニーズ

事業領域

NECソリューションイノベータのサステナブル経営

― 健全な経営の実践による社会的信頼の向上 ―

重点ICTテーマ

クラウド ビッグデータ セキュリティAI

IoT

基盤ソフトウェア

業種ソリューション サービス

研
究
開
発

官公庁
自治体

医療
ヘルスケア

通信 金融 一次産業製造
プロセス

流通
サービス
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7つの社会価値創造テーマに沿った取り組みが、SDGs※への貢献につながっています。

NECソリューションイノベータでは、次のような目標の達成に貢献していきます。

「品質」「コスト」「納期」といった従来の視点に、「エコロジー」と「コンプライアンス」の視点を加えた製品開発を

推進。リサイクルの推進による「資源循環」、CO2の削減による 「地球温暖化防止」、環境影響物質の抑制による

「グリーン化」などを徹底し、資材調達から使用、廃棄まで、製品のライフサイクル全体における環境負荷低減に

取り組んでいます。

これまでネットワークにつながっていなかった人やモノをつなげることで、新たなサービスやビジネスを生む可能

性が拓かれます。ドローンによる農地の監視、ARを使った遠隔地の作業現場・保守点検作業など、これまでの常識

を超えたネットワークの活用やデータのつながりにより、時間や距離を感じさせない新たな体験を創ります。

安全で効率的な航空機の運航に貢献する航空管制、スムーズな交通に欠かせないGPSシステムをはじめ、幅広い

社会インフラ領域をサポート。24時間365日「止まらないインフラ」と生活を支える「止まらないサービス」の実現、

業種の枠を超えたデータの利活用やサービス連携で、サステナブルな社会の実現に貢献します。

安全・安心な都市運営に、ICTで貢献。市民サービス向上に直結する官公庁・自治体と民間企業の枠を超えた

効率的なデータ流通・活用をはじめ、顔認証技術を活用したセキュリティ環境の提供、さらには、ビッグデータ解析

による防災支援など、多彩に当社のテクノロジーが活躍しています。

※SDGsとは：2015年に国連で採択された、2030 年に向けて達成を目指す世界的な開発目標です。
　貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和な社会の実現など、
　持続可能な開発に向けた17の目標、169のターゲットで構成されています。

NECソリューションイノベータの取り組みとSDGsへの貢献
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SDGｓ達成に向けた
NECグループの取り組み

サステナブルな社会づくりに貢献する企業として、社会価値創造に向けた個人・組織の成長を実現する取り組みや、

社会や環境に負の影響を与える可能性がある活動におけるリスク軽減にも積極的に取り組んでいます。

■ サステナブルな社会づくりを実現する経営マネジメント
■ 働き方改革、ダイバーシティの推進
■ コンプライアンスの徹底

■ 信頼感、安心感、満足感の向上
■ 地域密着企業としての貢献、負の影響の管理

経営基盤 ― 健全な経営の実践による社会的信頼の向上 ―

消費者を取り巻く環境の変化や企業を取り巻く社会課題の深刻化、ICTの進展によって加速するゲームチェンジ

など、産業構造の変革を、ICTでサポート。人やモノ、プロセスを企業・産業の枠を超えてつなぐ「バリューチェーン・

イノベーション」を通じて、新しい共創・協働体制の構築やエコシステムの変革・再構築に貢献します。

時代の変化に対応した「新しい医療形態」の実現をICTで支援。電子カルテ／医事会計を中心とする安全で効率的な

病院情報システムを通じて、医療施設の安心・便利な環境づくりを支援しています。また、健診データをAIで分析し将来

の健康状態を可視化する、睡眠状態を分析し心身の健康増進を支援するなど、健やかな社会づくりに貢献しています。

ICTにはさまざまな課題に対応できるポテンシャルがあることから、NECグループは、お客さまやパートナーと

共に、SDGsの目標すべてに貢献できると考えています。私たちが貢献できる領域を拡大するとともに、NEC

グループの事業が生み出す社会価値を測る指標などにも積極的に活用していきます。

もっと自由に、創造的に働けるワークスタイルの実現をICTで支援。生産性やセキュリティの向上といった身近な

課題を解決する業務改善ソリューションの提供から、人と時間、空間、創造力の有効活用につながる働き方改革

の提案まで、自らも実践しながら、新しいワークスタイルの普及を推進しています。
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、お客さまや共創パートナーとの関わり方が変わりました。

しかし、日本各地でさまざまな社会課題と向き合い、

サステナブルな社会の実現をめざす社員の「こころの目」の輝きは変わりません。

このページでは、これまでCSRレポートで紹介してきた事例の“今”を担当社員の声で紹介します。 

これからも一歩進んだ視点で、
お客さまの働き方改革を支えていく。

「CSRレポート2019」の「働き方改革」の特集でご紹介したように、当社は、個々の事

情に応じた多様な働き方に向けて取り組んできました。

その中でも新型コロナウイルス感染症の拡大前から率先してテレワークの導入を進

めてきました。その経験から、お客さまが直面した新型コロナウイルス対策の課題へ

実践に基づいたサポートをすることができました。

新型コロナウイルス感染症の拡大によってほぼ強制的にテレワークに移行したことで、

業務管理に懸念をもたれているお客さまからの問い合わせが多く、出社ができる環

境では当たり前にできた周囲の作業進捗や課題状況の確認ができないことへの不

便さを実感されていると感じました。

こうした状況は、お客さまだけでなく私たちにとっても初めての経験であり、今回感

じた新たな課題や経験は、社員がいつ、どこで働いているかを示す「勤務地の出社率

表示」という機能強化の糧になりました。

私たち社員が日々感じる働き方への課題とその解決策こそが、お客さまにとっての

課題解決の糸口になる…そうした目線を持つことで、『NEC 働き方見える化サービ

スPlus』※は進化を遂げてきました。社会は働き方改革への一歩を踏み出しましたが、

SDGsの「働きがいも経済成長も」を達成するためには、もっと前に進まなければい

けません。私たちのサービスにより、個

人の自己実現や企業の成長を支援し、

社会の持続的なイノベーションにつな

げていきたいと考えています。

プラットフォームサービス事業部

岩倉 愛美

プラットフォームサービス事業部

橘川 美帆

【 働 き 方 改 革 支 援 】

※旧『働き方改革支援ソリューション』。NEC『働き方見える化サービス』と機能を統合し、
『NEC 働き方見える化サービスPlus』としてリリース

▲ 勤務地ごとの
出社率を表示
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厳しくとも前を向く観光業の
明るい未来のために、ICTにできること。

新型コロナウイルス感染症の拡大により訪日客数が99.9%減少※し、『NEC 通訳ガ

イド団体支援』のユーザーであるインバウンド観光事業者の多くが休業や廃業に追い

込まれ、観光業界に深刻な影響が出ています。

そうした厳しい環境下で、早期から観光業に寄り添ってきた私たちだからこそできるこ

とを考え、『NEC ガイド予約支援』の無償提供を実施しています。また、全国の観光事

業者同士のつながりを強化することを目的として、サービスを利用している事業者や

サービスの契約を検討している事業者を集めた情報交換WEBセミナーを開催しました。

私たちは、このように、苦しい状況の中でも前を向く観光事業者とのつながりを深め、

販売や管理業務を当社のクラウドサービスでデジタル化することで、今後、世界中か

ら戻ってくる観光客に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大前よりも高い生産性で、

良質な観光サービスを提供する事業者を支援していきます。

同時に、当社の共創パートナーであるTrue Japan Tourとともに、通訳ガイドがオ

ンラインで日本の観光スポットや体験サービスをガイドする完全非接触型のバーチャ

ルツアーを企画するなど、New Normalでの新しい可能性も生まれています。

新型コロナウイルス感染症の拡大による政府の動向やメディアなどにより、観光業が

社会的な影響力の最も高い業界の一つであるということを再認識しました。

見えない未来を見る目を、日々の情報

収集やお客さまとの共創の中で養い、

イノベータとしての目線をもって、ICT

の力で業界をリードする役割を担って

いきたいと思います。

イノベーション推進本部

川村 武人

【 N E C ガ イ ド 予 約 支 援 】

※2020年4月時点：日本政府観光局の発表に基づく
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「CSRレポート2018」でご紹介した“ありがとう”という感謝の気持ちをデジタル化

する『感謝アプリ』を開発し、宮城県南三陸町で実証実験を行ってきたように、私たち

はICTの力で人の心を動かすソリューションを生みだしています。

これまでは、現実世界での出会いや対話こそを業務遂行や人間関係を構築するうえ

で最も効果的とする雰囲気が多分にありました。しかし今回の新型コロナウイルス感

染症の拡大によって、人と接することが避けられる事態になり、否応なしにその考え

を変える必要性に迫られました。

従来の対面での接触をベースにしていた社会的信頼関係を、バーチャルの世界でど

うやって補完していくのか、もしくは創造していくのか…そうしたNew Normalの中

で人の心のつながりをサポートするソリューションを創り出すのも私たちの役目に

なっていきます。

これからの関係性には、リアルとバーチャルをうまく融合することが必要です。そこに

は新たなビジネスが生まれると感じています。現在の経済合理性が重視される世界

から、社会全体にとって良いことに重きがおかれる世界にシフトしていく中で、従来の

報酬や賞罰などの外部からの刺激に

よる動機づけだけではなく、興味や関

心、価値観など人の内面の理解に基

づいた自発的な動機づけを行うよう

なICTを提供していきたいと思います。

イノベーション推進本部

福井 知宏

人と接することが難しくなった今だから、
もっと、ICTで心をつなぐソリューションを。

【 感 謝 ア プ リ 】
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ソリューションビジネス事業部

新冨 啓明

現地に赴けない今こそ、
イノベータの目線で社会課題を見つけ、解決する。

「CSRレポート2018」では株式会社穴吹ハウジングサービス様との共創の様子と、

当社の顔認証技術による居住者の皆さまを支援するソリューション『ハピット』をご紹

介しました。共創を進める上で肝となったのが、幾度となく行われたディスカッション

でした。

ディスカッションの度に私たちは現地に行き、さまざまな人と直接交流することでソ

リューションを発展させてきました。

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の中では、現地での対応は必要最低限に抑え

られ、今や会議のほとんどはリモートで実施されています。そのことで、社会課題を解

決するチャレンジをうまく進めることができない厳しい環境にあると感じています。

こうした状況下では、お客さまと同じ目線で共感し、問題を発見し、課題を解決してい

くことを社員一人ひとりが実践することがより重要になってきます。たとえ現地に向

かえなかったとしても、今までと同様にお客さまやパートナーへの価値提供をしてい

かなければいけません。そのためには、今まで通りに現地で起きている問題を発見し

課題解決していくために、イノベータの目線を持って、より想像力を働かせることが求

められます。

こうした目線を持つとともに、これまでのチーム・組織としての経験値やアセットを有効

活用し、社会課題を解決しながら、ビジ

ネスとして関わるすべての方に価値を

提供できる事業を生みだしていきます。

そうすることが、「真の持続可能な仕組

みづくり」への貢献と考えています。

【“ 顔 認 証 ”で く ら し に 安 心 を 】
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イノベーション推進本部

中橋 賢一

※2 2020年11月、高校生がコンサルとして活躍したワイナリーは、認証農場になりました。
※1 持続可能な農業の国際的な評価基準

密に対面で交流していた方々と会えなくなった…この状況は、新型コロナウイルス感

染症拡大前、GAP認証※1を広めるために、多くの現場に赴き、対面で交流し信頼を

積み上げてきた私にとって困惑以前に衝撃でした。

この密な交流をここで断絶させるにわけにはいかない、今できることは何かを考え

「直接会わなくてもできる交流」を求めて、オンライン会議を模索し始めました。GAP

や農場HACCPなどの食を認証で支える皆さん、各都道府県職員の方々や獣医師の

先生方、そして、各地の高校の先生や生徒の皆さんに少しずつ時間をとっていただき、

一人ずつオンラインでつながることをサポートし、各地の皆さんと直接会わずとも“つ

ながる”ことができるようになりました。

社会全体が“リモート”、“非接触”へと舵を切った今、直接会わずともできることを、

お世話になっている皆さんと一緒に考えていける機会が増えてきました。

「CSRレポート2018」でご紹介した青森県立五所川原農林高等学校の事例は、まさ

にICTを活用し、GAP認証取得の遠隔指導を時間と距離を超えて行うものでした。※2

また以前から、家畜伝染病に悩まれてきた畜産業界では、コンサルタントや審査員が

一つの現場を訪問すると、次の現場に行くまでに一定期間を空けるダウンタイムを設

ける必要があるため遠隔審査や遠隔指導も注目されていました。リモート対応のメ

リットが理解されはじめた今、『NEC GAP認証支援サービス』はさらに幅広い方々に

求められるソリューションになってきています。

「GAPに取り組むこと」は、未来の食の安全を守り続けることにもつながります。私は、

今と同じ「美味しいものが食べられる世界」を未来へ残していくために、活動を続けて

います。遠隔地にいながらも同じ情報

を見て、取り組みをサポートしていく… 

NewNormalの時代でも変わることな

く、『NEC GAP認証支援サービス』を軸

に未来の食の安全に貢献していきます。

時間と距離を超えてつながるテクノロジーで、
New Normalでも変わることなく、食の安全を支えていく。

【 N E C G A P 認 証 支 援 サ ー ビ ス 】
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北陸支社

金山 義男

トイレに行くという日常に、
“非接触”での健康測定を。

新型コロナウイルス感染症の対策として、“非接触”での測定にかつてない注目が集

まっています。

私たちが富山大学と連携して開発をすすめている『デジタルヘルス便座』は、排尿パ

ターンを非接触センサーで読み取り、排尿の量・回数・頻度をもとに、対象者の健康状

態を観察する、まさに“非接触”でヒトの生体情報を測定するソリューションです。

世の中のニーズに応えるためにも、いち早くこのソリューションを提供したいところで

すが、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、実証評価にご協力いただく予定だっ

た医療機関や学術機関などに立ち入ることができなくなる影響もあり、貴重な実

データを取得できない歯がゆい状況が続きました。

しかし、こうした状況下でもポジティブな面もあります。例えば“非接触”測定の進化

により、尿測定の可能性が高まりました。また、“非接触”測定を活用することで医療・

介護従事者の業務効率などを高める研究が進んでおり、現在は『デジタルヘルス便

座』の利用業務の範囲拡大を検討しています。

ヘルスケア分野におけるソリューションの開発は健康寿命の延伸につながり、また地

域におけるサービス開発は地域活性化・地方創生に深くつながっていくものです。こ

のプロジェクトは少子高齢化が進む中、またNew Normalの時代に、その重要性が

さらに高まっていくことでしょう。

私たちは、当社の強みであるICTを駆

使して、人生100年時代に人びとの

「健康寿命／貢献寿命の延伸」と

「個々が躍動する豊かで公平な社会」

に貢献します。

【 デ ジ タ ル ヘ ル ス 便 座 】
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サステナビリティ（CSR）への取り組み

当社は、社会を支える一企業としてISO26000を礎としたサステナブル経営の推進により、

ICT企業に求められる社会的責任を果たしていきます。

また、サステナブルな社会の実現に向けて、

ESGの視点で常に社会の問題を発見し続ける企業文化を目指します。

・ ステークホルダー、社会、環境に対する“負の影響”の管理
・ 事業の基盤であるコンプライアンスの徹底

リスク管理・コンプライアンスの徹底

サステナブルな社会、持続的な企業成長

・ 社会価値を創造するソリューションの提供
・ 地域密着企業として、地域の課題解決と
　自律的で持続的な地域社会づくり

事業活動をとおした社会的課題解決への貢献

働き方改革、ダイバーシティの推進 ISO26000を礎としたCSR統制の整備

■ CSR 基本方針

■ ISO26000 および ESG と当社の取り組み

個人、組織の持続的成長の実現 CSR経営基盤の整備・強化

Environment
（環境への取り組み）

環境経営

人権尊重

CS推進

品質向上

CSR調達

ダイバーシティ＆
インクルージョン

コーポレート・
ガバナンス

コンプライアンスと
リスクマネジメント

健康経営

働き方改革

社会貢献活動

サステナブル経営

情報セキュリティ

個人情報保護

企業の社会的責任として、
自らの事業活動に伴う環境
負荷低減を図るとともに、
製品・サービスの提供を通
して社会全体の環境負荷低
減に貢献する「環境経営」を
推進しています。

社会課題を解決し、人々が
未来に向かって、より明る
く豊かにいきていくことの
できる社会の実現に取り組
んでいます。

社会価値の継続的な創造
と企業価値の最大化をはか
るために、コーポレート・ガ
バナンスを強化するととと
もに、コンプライアンスを企
業のガバナンスに欠かせな
い優先テーマと位置づけ、
全社で取り組んでいます。

取り組みESGの視点

労働
慣行

消費者
課題

公正な
事業慣行

環境

コミュニティへの
参画・発展

人権

組織
統治

社会価値の創造・
リスクの低減

Society
(社会との関わり）

Governance
（ガバナンス）
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ステークホルダー・エンゲージメント

ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを通し、

その声を経営へフィードバックし、事業活動に活かしています。

■ ステークホルダー別の主なコミュニケーション機会

■ コミュニケーションの機会例

お客さま

ステークホルダー 関連するテーマ コミュニケーション機会

NECソリューションイノベータが提供す
るソリューション、サービス等をご利用
になる全てのお客さま

・ ソリューション、サービス等の
　提供によるお客さま価値の増大
・ 安全・安心なソリューション、サービスの提供

・ ＣＳ（お客様満足度）調査
・ お問い合わせ窓口

お取引先 NECソリューションイノベータが、お客
さまにソリューション、サービス等を提
供するにあたり、さまざまなご協力を頂
いているビジネスパートナーの皆さま

・ サプライチェーンにおける
　サステナビリティの推進
・ 公正な取引と信頼に基づいた
　パートナーシップ

・ ビジネスパートナーさまと
　経営トップとの情報交流会
・ パートナー会社訪問、面談
・ コンプライアンス・ホットライン

NEC
ソリューション
イノベータ

お客さま

学生 従業員

地域社会お取引先

地域社会 NECソリューションイノベータの企業活
動、事業を通じて関わりのある地域社会
の皆さま

・ 企業活動および事業活動を通じた
　社会的課題解決への貢献
・ 地域発展への貢献

・ 環境、社会貢献活動の取り組み
・ 共創活動を通した対話

学生 次世代を担う若者 ・ NECソリューションイノベータの
　理解と将来の仲間づくり
・ 次世代の声の取り入れ

・ 学生と社員の座談会
・ 技術テーマ交流会

従業員 NECソリューションイノベータで働く社
員とその家族の皆さま

・ 多様な人材が活き活きと働ける
　環境の提供
・ 個人の成長を実現する取り組み

・ 経営トップと現場社員との対話会
・ 従業員意識調査
・ 人権ホットライン
・ キャリア相談窓口
・ 健康、法律相談

▶ お取引先 「情報交流会」
日頃ご貢献いただいているビジネスパートナーさまを対象に、
情報交流会を毎年開催し、当社の事業方針、ならびにサステナブル調達活動へのお願いをしています。
（2020年度はオンラインで開催）

▶ 従業員 「経営幹部と現場社員との対話会」
社長をはじめとする経営トップと社員が、当社の未来について
直接対話をすることを目的に定期的に開催し、
従業員の声を経営アクションに反映しています。

▶ 地域社会 「エゴマ栽培プロジェクトへの協力（福岡）」
2016年から、福岡県朝倉市高木地区における農業活性化支援の一環として
朝倉産エゴマ油作りを支援しています。社員を中心としたボランティアが参加し、
2020年は10月に収穫、11月に乾燥させたエゴマの脱穀作業支援を行いました。
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会社概要

NECソリューションイノベータ株式会社
（NEC Solution Innovators,Ltd.)
1975 年 9 月 9 日
※2014 年 4 月 1 日 NECソリューションイノベータ発足
8,668 百万円
代表取締役 執行役員社長 杉山 清
12,286 名（2020 年 3 月 31 日現在）
東京都江東区新木場一丁目 18 番 7 号
（03）5534-2222（代）
https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/
システムインテグレーション事業
サービス事業
基盤ソフトウェア開発事業
機器販売
日本電気株式会社
フォーネスライフ株式会社
NEC 軟件（済南）有限公司
NEC Vietnam Co.,Ltd.
NEC Technologies India Private Limited

会社名

設立年月日

資本金
代表者
従業員数
本社所在地
電話番号
ホームページ
事業内容

株主
子会社
海外連携拠点

Webサイト上で本レポートに関するアンケートを
行っております。ぜひご協力ください。

サステナビリティ（CSR）サイト
https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/csr/

サステナビリティレポートアンケート
https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/csr/
enquete.html

●詳細な情報はホームページにて公開しています。
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NECソリューションイノベータ株式会社 CSR推進部

〒136-8627 東京都江東区新木場一丁目18番7号 NECソリューションイノベータ本社ビル

TEL：03-5534-2212

本レポートに関するお問い合わせ先
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