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サプライチェーンマネジメント 

サプライチェーンが国際的に拡大していく中で、企業は自社の製品・サービスだけでなく、サプライチェーン全体において

従来の品質・納期・コスト等に加え、環境、人権、労働慣行などにも十分配慮した活動を行うことを求められています。その

ためには、自社内でのリスク管理・コンプライアンスを徹底し社会から信頼される活動を持続的に行うことだけでなく、サプ

ライチェーンを構成するお取引先とも協力して取り組むことが不可欠です。 

NECでは、このような社会からの要請に応えるため、お取引先と協力し、国際社会における重要な課題と事業が社会に及ぼ

しうる影響について共に学びながら、よりよいサプライチェーン構築に向けた取り組みを続けていきます。 

方針 

基本方針と取り組み 

NECでは、社会的責任の国際ガイダンス規格 ISO26000に基づく CSR経営のもとで「NECグループ調達基本方針」を策定し、CSRに関す

る社内統制およびお取引先への展開をはかっています。特に購買倫理などの社内統制に関しては、「資材取引に関する基本規程」を制定し

て、すべての従業員に対して規程遵守を徹底しており、さらにこれを強化するために、調達プロセスにおける具体的な業務規程を制定し、定

期的な教育を行うことで資材調達関係者に周知徹底しています。また、お取引先と協働で CSR推進活動を行うために「サプライチェーン CSR

ガイドライン」を策定し、相互理解を深めながら着実な成果が上がるよう、長期的な視点でパートナーシップを深める努力を続けています。 

 

 NECグループ調達基本方針 

 CSR調達ガイドライン 

 

また、上記の方針やガイドラインをベースに、「人権」「労働・安全衛生」「公正取引」「環境」「情報セキュリティ」「品質・安全性」

を重点リスクと認識し、サプライチェーン全般にわたりこれら項目に十分配慮した調達（CSR調達）が行われるよう、契約、周知徹底、書面

確認、現地監査の各段階での取り組みを推進しています。 

 

➢ 契約 

 お取引のあるすべてのお取引先に、「NECグループ調達基本方針」および「サプライチェーン CSRガイドライン」を提示。 

日本国内のお取引先には、基本契約書の締結や、環境と安全衛生管理に関する宣言書の取得を通じても、これらの履行・遵守を担保していま

す。 

 また北米、欧州、アジアでは、お取引先から環境と安全衛生管理に関する宣言書を取得しています。 

 

➢ 周知徹底 

お取引先に、NECグループ調達基本方針、サプライチェーン CSRガイドラインなど紛争鉱物や環境保護を含む各種ガイドラインを提示し、

ご確認いただいています。また、日本国内では「CSR・情報セキュリティ施策説明会」を開催し、お取引先と取り組む最新の施策について情

報共有を行っています。 

 

➢ 書面確認 

 国内・海外のお取引先に対し、紛争鉱物調査を実施しています。また、情報セキュリティ分野に特化した書類点検も実施しています。CSR

関連項目すべてを網羅した SAQ（Self Assessment Questionnaire）の形での書面確認については、欧州以外では一時休止していましたが、

今年度より、リスクの大きい地域・分野から優先順位付けを行い再開、推進していきます。 

 

➢ 現地監査 

情報セキュリティ分野、ならびに人権・安全衛生の分野で、お取引先を訪問しての現地監査を実施しています。改善を要する事項をお取引

先と共有し、改善施策が講じられるところまでフォローしています。 

http://jpn.nec.com/purchasing/renshiki-a2.html
http://jpn.nec.com/purchasing/data/2_sc_csr_guideline_4j.pdf
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環境配慮の取り組み 

NECは、ハードウェアにとどまらず、ソフトウェアやサービスの調達に対しても「グリーン調達ガイドライン」に基づいたグリーン認定制

度を展開しており、グリーン調達率 100%を継続しています。また、「欧州 RoHS指令」「欧州 REACH規則」などに代表される各国の製品

含有化学物質規制に適合するために、調達品における化学物質含有調査に継続して取り組んでいます。さらに、地球温暖化対策についてはサ

プライチェーン全体で取り組むことが重要であることから、2012年度から主要なお取引先の協力のもと、調達品に関する CO2排出量を継続

的に把握しています。調達品を含めサプライチェーン全体での排出量については、第三者の検証を経て公開するとともに、削減に向けた対策

へと活かしています。 

 製品含有化学物質の調達制限に関する基準 

 Scope 3 

 

紛争鉱物問題への対応 

アフリカのコンゴ民主共和国およびその隣国では、採掘される鉱物などが武装勢力の資金源となる場合があり、部族紛争、人権侵害、環境

破壊などを引き起こしていると言われています。2011年度から、NECグループと

して「紛争地域において不当な方法で採掘された鉱物を製品に使用しない・調達し

ない」というグループ方針を明確化し、「紛争鉱物対応ガイドライン」を制定して

お取引先にも紛争鉱物問題への理解と対応を求めているほか、NEC内の営業部門・

事業部門と連携した体制を整え、お客さまからの紛争鉱物調査要請に迅速に対応し

ています。 

 

また、NECは、JEITA（電子情報技術産業協会）が主宰する「責任ある鉱物調達

検討会」のメンバーとして、業界連携活動も継続しています。2016年度は、同検

討会傘下の「啓発・広報チーム」と「製錬所支援チーム」に参画しました。「啓

発・広報チーム」では、お取引先向けの合同説明会で説明員を担当し、お取引先の

紛争鉱物問題に対する理解促進に努めました。また、「製錬所支援チーム」では、

未だいずれのイニシアチブからもコンフリクトフリーの認証を得ていない海外の精

錬所に対して、直接、認証取得に向けた監査受審の働きかけを行いました。 

 

 紛争鉱物対応ガイドライン 

 

「CSRレビューフォーラム」（CRF）からの提言 

NECは、2012年から毎年継続して、CSR調達について、持続可能な社会に向けて、社会の最前線で課題解決に取り組む複数の市民組織

(NGO や消費者団体など)、またはそこに所属する個人がアライアンスを組んで設立した民間の非営利組織である「CSRレビューフォーラム」

(CRF)と対話しています。 

 

今回 CRFから当社の CSR調達に関する以下の提言（概要）を受け、人権・安全衛生領域等での現地監査を継続実施するとともに、調達担

当者の CSR調達への理解深耕を進め、調達の最前線において自律的に CSRを意識した活動を行えるような環境づくりをめざします。 

・人権・安全衛生領域等での実効性の高い現地監査を強化しつつ、その件数を拡大させてほしい 

・調達担当者への、人権をはじめとする CSRの重点に関する充分な意識啓発と実務教育を行ってほしい 

・調達によって影響を受ける諸ステークホルダーとの対話、さらにデューディリジェンスの実施を通じて課題を明確にし、調達の現場に 

フィードバックしてほしい 

 

 CSRレビューフォーラム 

 

JEITA合同説明会の様子 

http://jpn.nec.com/eco/ja/product/green/
http://jpn.nec.com/eco/ja/product/green/pdf/Standards_Pertaining_to_Procurement_Restrict_JP.pdf
http://jpn.nec.com/eco/ja/announce/co2/index.html
http://jpn.nec.com/purchasing/data/CM_Guideline_j.pdf
http://www.csr-review.jp/
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推進体制 

NECの CSR調達体制 

調達担当役員のもと、調達本部が中心となり、社内の関連部門などと連携して CSR調達を推進しています。また、国際的なイニシアチブや

市民社会（NGO/NPO）とのステークホルダーエンゲージメントにより、世界共通の社会課題や他社取り組みなどの最新状況を理解し、取り組

みの推進・改善計画を立て、推進しています。国内外の連結子会社に対しても、順次適用しています。 

 

なお、海外現地法人では、EMEA、中国・東アジア、APACの地域統括会社に、地域全体の CSR調達をマネジメントする担当者を置き、前

述の基本方針に基づいた下記 CSR調達を推進しています。 

・地域内の現地法人における、自社（操業や製品など）に関連した環境規制への対応徹底 

・地域内のお取引先（工事業者、廃棄業者を含む）における、環境・安全管理を含む人権への取り組み促進や、廃棄物管理関連法の遵守促進

（お取引先からの環境と安全衛生管理に関する宣言書の入手等） 

GCNJ（グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン）の共通 SAQ策定活動への参画 

GCNJのサプライチェーン分科会では、業界共通で使える SAQフォーマットの策定に取り組み、本年 6月に正式発行致しました。NEC

は、このフォーマットを自社の CSR調達に活用することを視野に、同分科会のメンバーとしてこの取り組みに積極的に参画しています。 

計画的な研修 

全ての調達部門員が、法規の遵守はもちろんのこと、社会的責任を全うして持続可能性の高い調達活動を行うことができるように、 

CSRや調達関連法規について、役職・役割に応じた教育計画を立て、実施しています。 

 

2016年度の主な活動実績 

契約：環境と安全衛生（EHS）に関わる海外現地法人とお取引先との協働 

各国・地域で強化される環境規制への対応、現地工事での作業者の安全確保の徹底をはかるため、2015年度から、NECグループの海外現

地法人では、ハードウェア製造業者、現地工事事業者を含むお取引先から、環境と衛生管理に関する宣言書を入手する取り組みを行っていま

す。この宣言書では、下記３点の遵守を、お取引先に約束していただいています。 

・納品物（製品や仕入品）に関して、含有禁止化学物質関連法を遵守すること 

・設備設置等の工事から出る廃棄物を、法令に基づいて適切に処理すること 

・設備設置等の工事において、労働者の安全を確保すること 

 

NECは、このようなお取引先との協働をとおして、これからも海外現地法人における遵法体制の構築および遵法プロセスの向上を継続して

いきます。 

周知徹底：社内研修とモニタリング 

NECおよび連結子会社では、各社の状況に合わせながら調達担当者を対象とした各種研修プログラムを定期的に実施し、適正な業務遂行を

維持できるよう努めています。2016年度も、これまでに引き続き、CSR全般、企業倫理や下請法など、購買業務に密接に関連する内容や、

業務のスキルアップに必要な講座について、あらかじめ策定した年間計画に基づいて教育を実施しました。また、調達に関わる遵法として、

「構内請負・派遣」および「下請法」を重要視しています。 
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「構内請負・派遣」という形態でお取引先の従業員を受け入れるにあたっては、各職場で遵守すべき事項の習得を目的とした研修を実施し

ており、2007年度以降は、毎年、全ての新任管理職がWeb研修を受講しています。また、「下請法」についても、管理職昇格時に加え、風

化を防ぐため 3年に 1度程度は全員必須のWeb研修を実施しています。 

 

調達関連法規の遵守にあたっては、NECおよび国内の主な連結子会社に調達関連法規の遵法推進者を設置して、遵法推進者による自社内

（自部門内）の法令遵守を徹底しています。特に「構内請負・派遣」および「下請法」については、遵法推進者向け教育を実施して遵法推進

者のレベル向上をはかっています。2016年度も、これまでに引き続き、新任管理職向けWeb研修と遵法推進者向け教育を継続しました。更

に、昨年度は「構内請負」について主任、担当者へもWeb研修を実施しました。 

 

「構内請負・派遣」の適正化を推進するため、2016年度も引き続き内部監査を実施しました。派遣の適正化に関しては、人事部門と連携し

て改正労働者派遣法をベースに実施しています。2016年度の内部監査の結果、「構内請負・派遣」に関係した重大な問題はありませんでし

た。 

 

また、コンプライアンス相談・申告の窓口である「コンプライアンス・ホットライン」を 2003年からお取引先にも拡げ、第三者経由で取

引上の苦情や相談に応じる仕組みを構築し、NECのホームページから容易にアクセスできるようにしています。 

 

 コンプライアンス・ホットライン 

書面確認：情報セキュリティの強化 

社会の重要な基盤である情報システムのシステム・インテグレータである NECにとって、委託先を含めた情報セキュリティ管理の強化と徹

底も、最重点課題の一つです。とりわけ、調達部門においては、委託先の管理と啓発に力を入れています。 

 

毎年、以下のような取り組みを行っています。 

・委託先の経営層および CSR担当役員向け、CSR・情報セキュリティ施策説明会：全国 13会場で計 14回開催。約 1,500社、約 2,000名が

出席 

・委託先の NECグループ業務従事者向け遵守事項教育：約 900社が教育資料をダウンロード 

・委託先各社の取り組み状況を確認するための書類点検：約 1,500社で実施 

・委託先訪問点検：約 50社で実施 

 

今後も、委託先の情報セキュリティレベル向上施策を継続的に行っていきます。 

現地監査：お取引先における CSRの実地診断 

2012年度から、人権や労働安全衛生の領域に焦点を当てて、お取引先のマネジメントの弱点を改善するための実地診断プログラム（CSR-

PMR* アセスメント）を実施しています。このプログラムは、委託先のトップマネジメントと従業員へのインタビューや工場内視察を含めた

多面的な実地診断です。この診断は、NECグループ社員が自らお取引先や拠点に出向き、直接観察による直接対話をすることを基本としてい

る点と、一方的な監査ではなく、NECとお取引先の事情を相互に理解しながら、互いの CSR能力を高めていくという“Co-Capacity Building”

をキーワードに実施している点に特長があります。 

 

地域の課題解決についての専門性を有する現地の外部機関とともに、昨今の調達金額の推移を踏まえ、当社と取引関係が深く、かつ実地診

断の必要性が高いと考えられる中国の華東・華南地域の生産委託先 2社を新たに選定し、実施しました。その結果、優れた点が多々あること

が確認できた一方で、雇用条件、残業時間、工場や寮の安全衛生管理などの観点で判明したいくつかの問題点については是正勧告を行い、改

善に向けて進捗を確認しています。 

 
* PMR=Process Management Review 

 

http://jpn.nec.com/purchasing/hotline.html


 

62 

 

 

26-27  コーポレート・ガバナンス    28-32   コンプライアンスとリスクマネジメント 

33   税務に対する考え方      34-37   公正な取引の推進 

38-43  事業継続         44-50   情報セキュリティ 

51-57  個人情報保護        58-62   サプライチェーンマネジメント 

63-72  イノベーションマネジメント 

 

NEC CSRレポート 2017 ガバナンス 環   境 社   会 CSR経営 

 

   
工場での診断                    食堂のチェック 

 

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．ソリューション調達における CSR推進の

方針策定 

 

・現地工事事業者も含む海外のお取引先から、EHS宣言書を入手する取り

組みを開始しました。 

・ステークホルダーエンゲージメントを実施し、市民社会からの知見をヒ

アリングしました。 

・今後は、SAQ、監査の実施方針・計画立案時にソリューション調達の観

点も織り込んでいきます。 

△ 

２．APACにおける調査票に活用したお取引先

の CSR取り組み調査の開始 

 

・APAC法人からお取引先に発注する際の PO（注文書）に、CSR関連項目

を追記しました。 

・先行している EMEA地域の書面調査実施方法を確認し、APACへの導入

を検討しました。 

△ 

３．CSR-PMRの中華圏における拡大継続 

 

・中華圏のお取引先２社を対象に実施しました。 

・今後、実施対象を増やすための施策を検討しました。 

△ 

 

2017年度の目標 

 

１．CSR関連項目すべてを網羅した SAQを実施（再開）します。 

２．CSR-PMRを継続して拡大します。 

３．APACにおけるサプライヤーの CSR取組調査を開始します。 

お取引先における自律的な CSR推進の深耕 


