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公正な取引の推進 

NEC では、コンプライアンス徹底のための重要な活動として、競争法や贈収賄防止規制遵守のための体制強化など、公正な

取引の推進に積極的に取り組んでいます。世界各国で厳しい競争が行われている中でも、常に「コンプライアンスを最優先と

する」意識を持ち、これを実践していくことが重要であると考えています。なお、贈収賄防止など「腐敗防止」は、国連グロ

ーバル・コンパクトの 10 原則の 1 つで、世界共通の関心事であり、NEC も積極的にこれに取り組んでいます。 

方針 

近年、世界的に競争法および贈収賄防止規制の執行が強化されています。NEC では、2008 年から海外の子会社における「Competition 

Policy」（グローバルな事業を行う上で基本となる競争法上の遵守事項をまとめたもの）の制定を推進してきました。また、国内では、以前

から日本の独占禁止法を対象とした遵守マニュアルを作成していましたが、海外の競争法への対応も念頭においたガイドライン「競争法遵

守ポリシー」を 2011 年 10 月に策定しました。 

 

「競争法遵守ポリシー」は、国内外の競争法を遵守するための基本的な留意事項を箇条書きで記載した「本文」と、それぞれの項目に関

する「解説」編とで構成されており、当社および国内関係会社の役員と従業員の遵法意識を高め、競争法違反のリスクを低減することを目

的として策定したものです。この「競争法遵守ポリシー」の一層の周知をはかるために、携帯が容易な名刺サイズの「競争法遵守ポリシー

カード」を当社および国内の NEC グループ各社の全役員および全従業員に配付しています。 

 

さらに、当社および国内の一部子会社では「カルテル・入札談合等防止規程」も制定しています。カルテル・入札談合等防止規程は、 

談合やカルテルを疑われたり、巻き込まれたりするリスクを低減するために、競合他社との不必要な接触を規制することを目的としたもの

です。 

 

また、当社および国内外の子会社では、「贈収賄防止基本規程」を制定しています。贈収賄防止基本規程は、NEC グループの事業活動に

関連して国内外において贈賄および収賄が行われることがないよう、贈収賄防止の体制ならびに役員および従業員が遵守すべき基本的事項

を定めた規程です。 

 

しかしながら、2014 年 11 月には消防救急デジタル無線機器の取引に関して、また、2016 年 2 月には中部電力株式会社との電力保安通

信用機器の取引に関して、公正取引委員会による立ち入り検査を受け、2017 年 2 月に、両取引に関して、同委員会から排除措置命令および

課徴金納付命令を受けました。なお、2015 年 5 月に立ち入り検査を受けた東京電力ホールディングス株式会社との電力保安通信用機器の取

引に関しては、当社は、課徴金減免申請を行っていたため、同委員会から排除措置命令および課徴金納付命令は受けておりません。 

 

当社はこれらの事実を厳粛かつ真摯に受け止め、「コンプライアンス最優先」を再認識し、競争法や贈収賄防止規制遵守のための体制強

化など、公正取引推進に積極的に取り組んでいきます。 
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推進体制 

競争法遵守 

競争法を遵守するためには、販売、技術取引、資材調達など会社の事業活動におけるさまざまな面での取り組みが必要です。当社では、

法務部と内部統制推進部を共同主管部門として、必要に応じ各分野にかかわる複数の部門が協力・連携しながら、NEC グループにおける競

争法の遵守を推進しています。 

  

NEC グループ 競争法遵守ポリシー 

2011 年 10 月制定 

（競争他社との接触） 

1. 競合他社との接触は必要不可欠な場合に限定する。 

（競争他社との情報交換・合意） 

2. 競合他社との間で、価格、数量、販売地域、顧客の割り当て、顧客と取引する意向（受注意欲、入札参加意欲を含む。）の有無

など競合他社と競争するうえで重要な事項について情報交換や合意を行わない。 

（入札関係情報の不正入手） 

3.  国、地方公共団体等の顧客が行う入札に参加するにあたり、談合が容易となる顧客の秘密情報や、顧客が希望する落札者に関す

る情報を入手したり、その提供を顧客に要求したりしない。 

（競合他社との接触の記録・保管） 

4.  競合他社と接触した場合は、その経緯、やり取りを適正に記録し、保管する。 

（販売店・ライセンシーとその取引先との取引への介入） 

5.  販売店やライセンシーがその取引先と行う取引について、価格、数量、販売地域、取引先、販売方法等を不当に制約しない。 

（販売店等に対する不当な差別） 

6.  価格、数量、支払条件、リベート等の取引条件、販売促進キャンペーンへの参加条件等について、販売店等を不当に 

差別しない。 

（不当廉売） 

7.  採算を度外視した不当な廉価で製品やサービスを販売しない。 

（優越的地位の濫用） 

8.  取引上の優位な立場を利用して、資材取引先、業務委託先、販売店等に不当な条件を押しつけない。 

（不当表示） 

9.  営業活動や宣伝広告において事実と異なる表示・表明や、誇大または根拠のない表示・表明を行わない。 

（事前相談） 

10.  競争法に関して疑問に思ったり、判断に迷ったりした場合は、直ちに公正取引推進部門に相談する。 
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贈収賄防止 

当社では、贈収賄防止のために、法務部と内部統制推進部が共同主管部門となって、贈収賄防止基本規程の運用ならびに社内関係部門や

国内子会社各社に対する贈収賄防止基本規程に関する指導、支援、指示および教育を行っています。また、贈賄の防止にあたっては、日常

の業務におけるチェックが重要であるため、総務部（接待・贈答、寄付関係）、各ビジネスユニットの企画本部（営業経費関係）、資材部

門（資材費関係）が各種ガイドラインを制定するとともに、各部門から申請のあった支出に問題がないかをチェックしています。 

2016 年度の主な活動実績 

トップメッセージ 

公正取引推進のためには、まず、経営幹部の姿勢が重要です。当社では、年に１回開催される「NEC ビジネスエシックス」における社長

講演をはじめ、折りにふれトップが公正取引推進を含むコンプライアンスの徹底について全社員にメッセージを発信しています。また、執

行役員からも公正取引推進について継続的にメッセージを発信しています。 

継続的な教育・啓発 

公正取引に対する従業員の意識向上のためには、継続的な教育および啓発が欠かせません。 

 

2016 年度は、当社および国内子会社の全役員および従業員（派遣社員を含む）を対象のコンプライアンス Web 教育に加えて、主に当社

および一部国内子会社の営業担当者や SE を対象に、より実戦的な内容を盛り込んだ集合形式の教育を、支社・支店含め全国で 200 回以上

開催し、国内子会社を含め 5,000 人以上が受講しました。 

 

また、カルテル・談合行為の一掃を行うため、当社および国内子会社のすべての役員および従業員がカルテル・談合行為との訣別を誓約

しました。 

社内制度の見直し 

2016 年度は、競争法違反防止および贈収賄防止のための社内制度の見直しを実施しました。 

競争法違反防止への取り組み 

2016 年度は、競争法違反の防止を目的として、長期間同一の官公庁系の顧客を担当している従業員をローテーションする仕組みを策定

し、2017 年 4 月に第一弾の人事異動を発令しました。なお人事ローテーションが困難な場合は、教育受講などの代替措置を講ずることとし

ています。 

贈収賄防止への取り組み 

贈収賄防止については、当社および国内外子会社で贈収賄防止基本規程を制定し、贈収賄防止の体制ならびに役員および従業員が遵守す

べき基本的事項を定めています。また、当社では、「事業部等のための贈収賄防止マニュアル」を制定し、担当事業・業務の贈賄リスク評

価、当社の事業運営のために起用する第三者のデューデリジェンス等、贈収賄を防止するために事業部門長が果たすべき役割および具体的

方法について定めています。しかし、国内外の子会社においては一部の仕組みについて導入されていなかったため、2016 年度は、当社と同

様の仕組みを導入するよう取り組みました。 

 

また、海外各国の贈収賄規制が強化される中、「接待・贈答・招聘に関するガイドライン」を作成し、海外子会社が接待・贈答・招聘を

行う際に注意、実施すべき最低限の必要事項を明確にしました。 

こうした仕組みの導入および取り組みにより、NEC グループでは、2016 年度において贈収賄防止に関し公表を要する重大な問題は発生

していません。 
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目標と成果 

中期目標（2016～2018 年度） 

 

2016 年度の目標、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） 

目標 成果・進捗 達成度 

１．競争法違反および贈収賄の防止のため、 

継続的に教育を実施 

・当社および国内子会社の全役員および従業員（派遣社員を含む）対象の

コンプライアンス Web 教育に加えて、主に当社および一部国内子会社の

営業担当者や SE を対象に、より実戦的な内容を盛り込んだ集合形式の

教育を、支社・支店含め全国で 200 回以上開催し、子会社を含め 5,000

人以上が受講しました。 

・カルテル・談合行為の一掃をめざし、当社および国内子会社の全役員お

よび従業員がカルテル・談合行為との訣別を誓約しました。 

○* 

２．競争法違反および贈収賄防止を目的に、

事前相談・承認等の社内制度運用の定着

化を推進 

・競争法違反の防止を目的に、長期間同一の顧客を担当している従業員を

ローテーションする仕組みを策定しました。 

・国内子会社の贈収賄防止に関する仕組みを当社と同等のものにする取り

組みを行いました。 

・「接待・贈答・招聘に関するガイドライン」を作成し、海外子会社が接

待・贈答・招聘を行う際に注意、実施すべき最低限の必要事項を明確に

しました。 

○* 

 
* 年度当初に掲げた目標については達成したものの、年度内に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金支払命令を受けたことから、

入札談合をはじめとした競争法違反を行わない組織変革へ向け、一層の意識付けの再徹底および仕組みの強化が必要と判断されるため、達

成度を下げております。 

 

2017 年度の目標 

・前年度に引き続き、下記の２項目を目標にして活動していきます。 

 

 
 

１．競争法違反および贈収賄の防止のため、継

続的に教育を実施 

・当社の役員および従業員（派遣社員を含む）を対象に、公正取引委員会から排除措置

命令および課徴金納付命令を受けた事案に関し、振り返りを行い、談合行為を二度と

発生させないことを目的とした教育を実施します。 

２．競争法違反および贈収賄防止を目的に、事

前相談・承認等の社内制度運用の定着化を

推進 

・競争法違反の防止を目的とした人事ローテーション（代替措置を含む）を実施しま

す。 

・その他の施策について、当社および国内外子会社における社内制度運用状況を確認、

徹底します。 

当社および国内外子会社における競争法違反、贈収賄などの公正取引違反の撲滅 


